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平成２５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 11,530,000 11,530,000 新協会会員会費収入

事業収益 34,828,000 34,828,000

物品販売等収益 (475,000) (475,000) 冬まつり売店・バナー広告等収入

第３種旅行業収益 (12,000,000) (12,000,000) 第３種旅行業事業収入

イベント収益 (6,350,000) (6,350,000) 音楽の夕べ事業収入

受託事業収益 (16,003,000) (16,003,000) 旭川観光物産ｾﾝﾀｰ受託費

受取補助金等 7,000,000 22,393,000 2,800,000 32,193,000

協会運営補助 (7,000,000) (7,000,000) 協会運営補助金

協会新規雇用人件費補助 (10,503,000) (10,503,000) コンベンション関連事業に新規雇用する人件費

ガイドマップ制作 (2,800,000) (2,800,000)

事務所賃借・移転補助 (2,800,000) (2,800,000) 事務所賃借料の２/３補助等

コンベンション誘致推進補助 (9,090,000) (9,090,000) コンベンション関連事業の６０％補助

受取負担金 580,000 2,513,000 3,093,000

観光ボランティア事業研修 (580,000) (580,000) 駅・地場産センター観光案内

商工会議所負担分 (900,000) (900,000)

街あかり推進事業 (1,613,000) (1,613,000) 街あかり実行委員会事務局費分

受取寄付金 5,000,000 5,000,000 Ｈ２４年度旭川コンベンションビューロー繰越金

雑収益 46,000 46,000 利子補給金

経常収益計 7,580,000 64,734,000 14,376,000 86,690,000

前期繰越一般正味財産 5,694,002 Ｈ２４年度観光協会繰越金

収入合計 7,580,000 64,734,000 14,376,000 92,384,002

（２）経常費用

事業費（旧観光協会関係事業分） 8,855,000 34,398,000 43,253,000

役員報酬・給料手当 (5,639,000) (10,495,000) (16,134,000) 専務理事報酬・事業担当職員給与等

福利厚生費 (706,000) (1,350,000) (2,056,000)

旅費交通費 (700,000) (2,500,000) (3,200,000) トップセールス参加費、南さつま市参加費他

通信運搬費 (200,000) (1,375,000) (1,575,000) 電話・郵便料、ネット接続更新費、携帯電話代

宣伝関係費 (400,000) (400,000) (800,000) 広告、名刺他

売上原価 (10,931,000) (10,931,000) 第３種旅行業売上原価

車両費 (170,000) (362,000) (532,000) ガソリン代他

修繕費 (100,000) (100,000) レンタサイクル･レンタルスキー等修理代他

交際費 (45,000) (70,000) (115,000) 観光客誘致等に係るお土産代他

派遣費 (50,000) (50,000) 人材育成費

ボランティア関連費 (30,000) (30,000)

情報収集費 (40,000) (45,000) (85,000) ＴＶ、関係雑誌等購入費他

催事費 (2,150,000) (2,150,000) イベント舞台機材費、セミナー開催費

謝金 (300,000) (300,000) 接遇講師謝金、イベント司会等謝金他

印刷製本費 (600,000) (600,000) パンフレット等制作費

支払負担金 (500,000) (170,000) (670,000) 各種参加団体負担金他

賃借料 (130,000) (1,300,000) (1,430,000) コピーリス料、音楽の夕べ会場費

消耗品費 (250,000) (450,000) (700,000) ノベルティ購入費、事務用品他

光熱水費 (30,000) (50,000) (80,000) 観光物産情報センター光熱水費

新聞図書費 (40,000) (80,000) (120,000)

雑費 (5,000) (360,000) (365,000) 音楽の夕べ著作権料他

租税公課 (1,230,000) (1,230,000) 消費税他

事業費（ガイドマップ制作費）
（市ガイドマップ制作費補助関係分）

3,400,000 3,400,000 

印刷製本費 (3,400,000) (3,400,000) 旭川ガイドマップ制作費

事業費
（旧コンベンションビューロー関係事業分）
（市コンベンション誘致補助関係分）

15,900,000 15,900,000 

給料手当 (2,976,000) (2,976,000)

福利厚生費 (374,000) (374,000)

旅費交通費 (2,560,000) (2,560,000)

通信運搬費 (800,000) (800,000)

宣伝関係費 (1,030,000) (1,030,000)

交際費 (340,000) (340,000)

派遣費 (3,000,000) (3,000,000)

情報収集費 (250,000) (250,000)

催事費 (900,000) (900,000)



― 30 ―
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印刷製本費 (1,700,000) (1,700,000)

支払負担金 (920,000) (920,000)

賃借料 (800,000) (800,000)

消耗品費 (250,000) (250,000)

（内訳１：
コンベンション誘致・支援・情報収集費）

4,200,000 4,200,000 

旅費交通費 (1,360,000) (1,360,000) コンベンション誘致旅費

通信運搬費 (200,000) (200,000) 出張時携帯電話料金等

宣伝関係費 (30,000) (30,000) 学会誌広告料

交際費 (140,000) (140,000) コンベンション誘致活動時お土産代等

情報収集費 (250,000) (250,000) ＪＣＣＢデータライブラリー購入費等

催事費 (800,000) (800,000) 市役所広告塔歓迎看板設置料

印刷製本費 (600,000) (600,000) 歓迎ステッカー印刷費

支払負担金 (820,000) (820,000) ＩＭＥ参加負担金、ＪＣＣＢ、７都市入会負担金

（内訳２：広報宣伝事業費） 1,800,000 1,800,000 

通信運搬費 (300,000) (300,000) イベントコンベンションカレンダー発送費

宣伝関係費 (500,000) (500,000) ホームページサーバ維持管理費

催事費 (100,000) (100,000) 会場使用料

印刷製本費 (900,000) (900,000) イベントコンベンションカレンダー印刷費

（内訳３：フィルムコミッション事業費） 2,250,000 2,250,000 

旅費交通費 (1,200,000) (1,200,000) フィルムコミッション誘致旅費

宣伝関係費 (500,000) (500,000) ホームページ改修費等

交際費 (200,000) (200,000) ロケ誘致時お土産代等

支払負担金 (100,000) (100,000) ジャパンフィルムコミッション負担金

消耗品費 (250,000) (250,000) 消耗印刷費

（内訳４：管理運営費） 7,650,000 7,650,000 

給料手当 (2,976,000) (2,976,000) プロパー職員人件費

福利厚生費 (374,000) (374,000)

通信運搬費 (300,000) (300,000) コンベンションニュース等発送費

派遣費 (3,000,000) (3,000,000) 近畿日本ツーリスト北海道㈱職員派遣費

印刷製本費 (200,000) (200,000) 各種印刷費

賃借料 (800,000) (800,000)

事業費
（旧コンベンションビューロー関係事業分）
（市新規雇用人件費補助関係分）

10,692,000 10,692,000 

給料手当 (9,492,000) (9,492,000)

福利厚生費 (1,200,000) (1,200,000)

管理費（旧観光協会関係管理費分） 11,523,000 11,523,000

役員報酬 (780,000) (780,000) 専務理事報酬

給料手当 (2,238,000) (2,238,000) 協会管理運営担当職員分

福利厚生費 (416,000) (416,000)

会議費 (250,000) (250,000) 各種会議会場費

旅費交通費 (800,000) (800,000) 供用車等駐車料金他

印刷製本費 (400,000) (400,000) 総会資料・会員名簿印刷費他

賃借料 (880,000) (880,000) 会議室利用料他

光熱水費 (1,200,000) (1,200,000) 事務所光熱水費

新聞図書費 (60,000) (60,000) 業界誌等購読費他

宣伝関係費 (800,000) (800,000) 会員章製作費

車両費 (65,000) (65,000) ガソリン代、タイヤ交換・点検料他

支払負担金 (1,150,000) (1,150,000) 各種団体負担金

消耗品費 (180,000) (180,000) 事務用品等購入費

什器備品費 (100,000) (100,000) 事務用備品購入費

交際費 (400,000) (400,000) 宮崎観光協会歓迎会、観光関連会合費他

租税公課 (1,050,000) (1,050,000) 法人税他

支払利息

減価償却費

雑費 (754,000) (754,000) 慶弔費、祝儀他

管理費（新事務所賃貸料等：市補助関係分） 3,600,000 3,600,000 

通信運搬費 (1,200,000) (1,200,000) 移転費、電話工事料等

賃借料 (2,400,000) (2,400,000) 新事務所賃借料

経常費用計 8,855,000 64,390,000 15,123,000 88,368,000

当期繰越一般正味財産 △ 1,275,000 344,000 △ 747,000 4,016,002


