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平成２６年度　一般社団法人旭川観光コンベンション協会　収支予算書
科　　　　　　目 継続事業 その他事業会計 法人会計 計 備　　　　　　　考

１．経常増減の部
（１）経常収益
受取会費 13,000,000 13,000,000 新協会会員会費収入
事業収益 8,493,000 75,221,000 0 83,714,000

事業収入 (93,000) (20,424,000) (20,517,000) 第３種旅行業・物品販売等収入
特別事業収入 (6,100,000) (6,100,000) 音楽の夕べ事業収入
受託事業収益 (16,920,000) (16,920,000) 観光物産情報センター受託収入
受取補助金等 8,400,000 28,684,000 37,084,000 
協会運営補助 (8,400,000) (8,400,000) 運営費補助金
大雪広域観光圏関係補助金 (2,334,000) (2,334,000) 大雪広域観光圏関係補助金
ガイドマップ制作費補助金 (2,800,000) (2,800,000) ガイドマップ製作費補助金
コンベンション関係補助金 (4,500,000) (4,500,000) コンベンション誘致等関係補助金
コンベンション関係人件費補助金 (17,450,000) (17,450,000) コンベンション関係人件費補助金
事務所賃借料補助金 (1,600,000) (1,600,000) フードテラス事務所賃借料補助金

受取負担金 3,093,000 3,093,000 
観光ボランティア研修事業負担金 (580,000) (580,000) 観光ボランティア研修事業負担金
商工会議所負担金 (900,000) (900,000) コンベンション誘致関係商工会議所負担金
街あかり推進事業負担金 (1,613,000) (1,613,000) 街あかり推進事業負担金

雑収益 85,000 85,000
経常収益計 8,493,000 75,221,000 13,085,000 96,799,000
前期繰越一般正味財産 1,456,228 Ｈ25年度観光コンベンション協会繰越金
収入合計 98,255,228

（２）経常費用
事業費 9,662,800 68,234,300 0 77,897,100
仕入高 (18,483,000) (18,483,000) 物品販売、第３種旅行業仕入高
給料手当 (5,568,800) (21,542,000) (27,110,800) 誘致・センター担当職員給料手当
賞与 (834,000) (2,863,000) (3,697,000) 誘致・センター担当職員賞与
福利厚生費 (816,000) (2,788,000) (3,604,000) 誘致・センター担当職員福利厚生費
旅費交通費 (800,000) (3,945,000) (4,745,000) 観光客・コンベンション誘致旅費
通信費 (72,000) (1,124,000) (1,196,000) パンフレット等発送料、電話通話料等
消耗品費 (288,000) (176,000) (464,000) 消耗品費
修繕費 (60,000) (60,000) 物品修繕費
什器備品費 (300,000) (300,000) 什器備品費
印刷製本費 (5,220,000) (5,220,000) 音楽の夕べチラシ等、ガイドマップ、コンベンションカレ

ンダー等印刷費
光熱水料費 (60,000) (60,000) センター光熱水費
賃借料 (690,000) (690,000) 音楽の夕べ会場費、事務所賃貸料他
保険料 (125,000) (125,000) 各種事業保険料
諸謝金 (20,000) (20,000) 講師謝金
租税公課 (20,000) (20,000) 印紙税等
負担金 (100,000) (1,439,000) (1,539,000) 各種団体負担金
宣伝関係費 (144,000) (1,022,800) (1,166,800) ホームページ維持管理費等
派遣費 (3,000,000) (3,000,000) KNT 職員派遣費
ボランティア関連費 (696,000) (696,000) ボランティア関連事業費
情報収集費 (18,000) (141,500) (159,500) 新聞図書等購入費
催事費 (3,290,000) (3,290,000) 音楽の夕べ・コンベンション歓迎看板等設置費
車両費 (810,000) (757,000) (1,567,000) 車両借上費
支払利息 (18,000) (18,000) 長期借入金支払利息
交際費 (180,000) (295,000) (475,000) 各種交際費
雑費 (12,000) (179,000) (191,000) 振込手数料等
旧観光協会関係事業分 9,662,800 37,104,000 0 46,766,800
仕入高 (18,483,000) (18,483,000) 物品販売、第３種旅行業仕入高
給料手当 (5,568,800) (8,556,000) (14,124,800) 誘致・センター担当職員給料手当
賞与 (834,000) (1,287,000) (2,121,000) 誘致・センター担当職員賞与
福利厚生費 (816,000) (756,000) (1,572,000) 誘致・センター担当職員福利厚生費
旅費交通費 (800,000) (1,910,000) (2,710,000) 観光客誘致旅費等
通信費 (72,000) (376,000) (448,000) パンフレット発送料等
消耗品費 (288,000) (116,000) (404,000) 消耗品費
修繕費 (60,000) (60,000) 物品修繕費
印刷製本費 (680,000) (680,000) 音楽の夕べチラシ・ポスター印刷費等
光熱水料費 (60,000) (60,000) センター光熱水費
賃借料 (690,000) (690,000) 音楽の夕べ会場費、センターコピー機借上料
保険料 (125,000) (125,000) 各種事業保険料
諸謝金 (20,000) (20,000) 講師謝金
租税公課 (20,000) (20,000) 印紙税等
負担金 (100,000) (585,000) (685,000) 各種団体負担金
宣伝関連費 (144,000) (20,000) (164,000) 広告費等
ボランティア関連費 (696,000) (696,000) ボランティア関連事業費
情報収集費 (18,000) (48,000) (66,000) 新聞図書等購入費
催事費 (2,390,000) (2,390,000) 音楽の夕べ催事費
車両費 (810,000) (25,000) (835,000) 車両借上費
支払利息 (18,000) (18,000) 長期借入金支払利息
交際費 (180,000) (65,000) (245,000) 各種交際費
雑費 (12,000) (138,000) (150,000) 振込手数料等

大雪広域観光圏関係事業費 2,351,000 2,351,000 
給料手当 (1,641,200) (1,641,200) 広域観光圏担当職員給料
賞与 (373,000) (373,000) 広域観光圏担当職員賞与
福利厚生費 (304,000) (304,000) 広域観光圏担当職員福利厚生費
交通費 (32,800) (32,800) 広域観光圏担当職員交通費

ガイドマップ制作費 3,120,000 3,120,000 
印刷製本費 (3,120,000) (3,120,000) 旭川ガイドマップ印刷製本費



― 30 ―

科　　　　　　目 継続事業 その他事業会計 法人会計 計 備　　　　　　　考
コンベンション誘致補助関係分 8,193,300 8,193,300 
旅費交通費 (1,812,000) (1,812,000) コンベンション誘致旅費
通信費 (748,000) (748,000) コンベンションカレンダー発送料等
消耗品費 (60,000) (60,000) 消耗品費
什器備品費 (300,000) (300,000) 什器備品費
印刷製本費 (1,420,000) (1,420,000) コンベンションカレンダー・ステッカー印刷料
負担金 (854,000) (854,000) 各種団体負担金（JCCB、道コンベンション誘致推進協議会、JFC他）
宣伝関連費 (1,002,800) (1,002,800) ホームページ維持管理費等
情報収集費 (93,500) (93,500) 新聞図書等購入費
催事費 (900,000) (900,000) コンベンション歓迎看板等設置費
車両費 (732,000) (732,000) 車両借上費
交際費 (230,000) (230,000) 各種交際費
雑費 (41,000) (41,000) 振込手数料等
（内訳１：コンベンション誘致・支援・情報収集費） 4,779,500 4,779,500 
旅費交通費 (1,800,000) (1,800,000) コンベンション誘致旅費
通信費 (48,000) (48,000) 各種文書発送料
消耗品費 (36,000) (36,000) 消耗品費
印刷製本費 (990,000) (990,000) コンベンションステッカー等印刷費
負担金 (754,000) (754,000) 各種団体負担金（JCCB、道コンベンション誘致推進協議会他）
宣伝関連費 (90,000) (90,000) 広告費
情報収集費 (93,500) (93,500) 新聞図書等購入費
催事費 (900,000) (900,000) コンベンション歓迎看板等設置費
交際費 (50,000) (50,000) 各種交際費
雑費 (18,000) (18,000) 振込手数料等

（内訳２：広報宣伝事業費） 1,853,800 1,853,800 
通信費 (700,000) (700,000) コンベンションカレンダー発送料
印刷製本費 (430,000) (430,000) コンベンションカレンダー印刷費
宣伝関連費 (712,800) (712,800) ホームページ維持管理費等
雑費 (11,000) (11,000) 振込手数料等

（内訳３：フィルムコミッション事業費） 1,560,000 1,560,000 
旅費交通費 (12,000) (12,000) 駐車料金等
消耗品費 (24,000) (24,000) 消耗品費
什器備品費 (300,000) (300,000) 什器備品費
負担金 (100,000) (100,000) 各種団体負担金（JFC）
宣伝関連費 (200,000) (200,000) 広告費等
車両費 (732,000) (732,000) 車両借上費
交際費 (180,000) (180,000) 各種交際費
雑費 (12,000) (12,000) 振込手数料等

コンベンション人件費費補助関係分 17,466,000 17,466,000 
給料手当 (11,344,800) (11,344,800) コンベンション誘致担当職員給料手当
賞与 (1,203,000) (1,203,000) コンベンション誘致担当職員賞与
福利厚生費 (1,728,000) (1,728,000) コンベンション誘致担当職員福利厚生費
旅費交通費 (190,200) (190,200) コンベンション誘致担当職員交通費
派遣費 (3,000,000) (3,000,000) KNT 職員派遣費

管理費 18,381,200 18,381,200
役員報酬 (3,120,000) (3,120,000) 専務理事報酬
給料手当 (1,615,600) (1,615,600) 総務担当職員給料手当
賞与 (764,000) (764,000) 総務担当職員賞与
福利厚生費 (1,638,000) (1,638,000) 総務担当職員福利厚生費
会議費 (250,000) (250,000) 各種会議費（会場借上料等）
交際費 (250,000) (250,000) 各種交際費
旅費交通費 (720,000) (720,000) 駐車場借上料等
通信費 (1,344,000) (1,344,000) 電話通話料、文書発送料他
什器備品費 (120,000) (120,000) 什器備品費
消耗品費 (288,000) (288,000) 消耗品費
印刷製本費 (224,000) (224,000) 総会資料等印刷費
光熱水料費 (600,000) (600,000) 旭川フードテラス事務所光熱水料費
賃借料 (2,835,600) (2,835,600) 旭川フードテラス事務所賃貸料、コピー機等借上料
租税公課 (1,445,000) (1,445,000) 法人税、消費税
負担金支出 (1,168,000) (1,168,000) 各種団体負担金
宣伝関連費 (615,000) (615,000) 広告費等
新聞図書費 (84,000) (84,000) 新聞図書等購入費
雑費 (1,300,000) (1,300,000) 振込手数料等
旧観光協会関係管理費分 15,905,600 15,905,600
役員報酬 (3,120,000) (3,120,000)
給料手当 (1,615,600) (1,615,600)
賞与 (764,000) (764,000)
福利厚生費 (1,638,000) (1,638,000)
会議費 (250,000) (250,000)
交際費 (250,000) (250,000)
旅費交通費 (720,000) (720,000)
通信費 (1,344,000) (1,344,000)
什器備品費 (120,000) (120,000)
消耗品費 (288,000) (288,000)
印刷製本費 (224,000) (224,000)
光熱水料費 (600,000) (600,000)
賃借料 (360,000) (360,000)
租税公課 (1,445,000) (1,445,000)
負担金支出 (1,168,000) (1,168,000)
宣伝関連費 (615,000) (615,000)
新聞図書費 (84,000) (84,000)
雑費 (1,300,000) (1,300,000)

新事務所賃貸料 2,475,600 2,475,600 
賃借料 (2,475,600) (2,475,600) 旭川フードテラス事務所賃貸料

経常費用計 9,662,800 68,234,300 18,381,200 96,278,300
当期繰越一般正味財産 1,976,928


