
（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

   1. 経常増減の部

     (1)経常収益

        ①受取会費

            正会員会費収入 13,327,000 11,471,000 1,856,000

        ②事業収益 0

            事業収入 26,814,350 16,261,403 10,552,947

            特別事業収入 5,143,500 6,603,895 △ 1,460,395

            受託収入 18,607,120 17,636,600 970,520

　　　　　　補助金収入 37,409,736 31,423,036 5,986,700

　　　　　　負担金収入 1,630,000 1,600,000 30,000

          事業収益計 89,604,706 73,524,934 16,079,772

        ③受取補助金等 0

            受取地方公共団体補助金 0 0 0

        ④受取負担金 0

            受取負担金 0 0 0

        ⑤受取寄付金 0

            受取寄付金 0 7,038,830 △ 7,038,830

        ⑥雑収益 0

            受取利息 2,346 1,677 669

            雑収益 15,689 111,722 △ 96,033

          雑収益計 18,035 113,399 △ 95,364

        経常収益計 102,949,741 92,148,163 10,801,578

     (2)経常費用 0

        ①事業費 0

            期首たな卸高 101,530 50,220 51,310

            仕入高 23,752,200 13,859,632 9,892,568

            期末たな卸高 △ 121,785 △ 101,530 △ 20,255

            給料手当 27,175,757 26,162,900 1,012,857

            役員報酬 0 0

            賞与 4,245,653 3,146,000 1,099,653

            福利厚生費 5,551,009 5,013,223 537,786

            旅費交通費 4,344,205 5,152,935 △ 808,730

            通信運搬費 1,786,768 2,291,141 △ 504,373

            消耗什器備品費 867,024 0 867,024

            消耗品費 721,933 428,898 293,035

            修繕費 5,400 6,405 △ 1,005

            印刷製本費 4,582,052 3,920,969 661,083

            光熱水料費 314,914 329,758 △ 14,844

            賃借料 3,151,655 3,155,747 △ 4,092

            保険料 236,547 217,708 18,839

            租税公課 1,536,700 1,089,100 447,600

            支払寄付金 0 137,733 △ 137,733

            支払負担金 1,710,324 1,042,000 668,324

            委託費 251,300 500,000 △ 248,700

            宣伝関連費 1,151,538 2,115,243 △ 963,705

            派遣費 3,000,000 3,000,000 0

            ボランティア関連費 434,438 701,530 △ 267,092

            情報収集費 166,866 162,850 4,016

            催事費 2,677,997 3,094,820 △ 416,823

            車両費 1,862,539 1,473,111 389,428

            支払利息 52,352 17,918 34,434

            交際費 647,797 526,750 121,047

            雑費 147,484 177,359 △ 29,875

          事業費計 90,354,197 77,672,420 12,681,777

正味財産増減計算書

平成 26年  4月  1日 から平成 27年  3月 31日 まで
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科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

        ②管理費

            役員報酬 3,120,000 3,120,000 0

            給料手当 304,574 4,946,353 △ 4,641,779

            賞与 232,768 1,122,292 △ 889,524

            福利厚生費 1,141,028 1,436,243 △ 295,215

            会議費 263,000 185,218 77,782

            交際費 111,000 259,216 △ 148,216

            旅費交通費 200,170 466,955 △ 266,785

            通信運搬費 828,550 705,420 123,130

            什器備品減価償却費 2,709 7,718 △ 5,009

            消耗什器備品費 0 52,500 △ 52,500

            消耗品費 260,534 288,274 △ 27,740

            印刷製本費 234,954 247,327 △ 12,373

            光熱水料費 331,555 276,831 54,724

            賃借料 192,241 174,923 17,318

            租税公課 1,439,300 951,450 487,850

            支払負担金 508,000 1,168,000 △ 660,000

            支払寄付金 0 508,484 △ 508,484

            宣伝関連費 493,840 1,281,205 △ 787,365

            新聞図書費 86,120 78,122 7,998

            雑費 1,246,416 1,436,986 △ 190,570

          管理費計 10,996,759 18,713,517 △ 7,716,758

        経常費用計 101,350,956 96,385,937 4,965,019

          当期経常増減額 1,598,785 △ 4,237,774 5,836,559

   2. 経常外増減の部 0

     (1)経常外収益 0

        経常外収益計 0 0 0

     (2)経常外費用 0

        経常外費用計 0 0 0

          当期経常外増減額 0 0 0

          税引前当期一般正味財産増減額 1,598,785 △ 4,237,774 5,836,559

          当期一般正味財産増減額 1,598,785 △ 4,237,774 5,836,559

          一般正味財産期首残高 1,456,228 5,694,002 △ 4,237,774

          一般正味財産期末残高 3,055,013 1,456,228 1,598,785

Ⅱ  指定正味財産増減の部 0

          当期指定正味財産増減額 0 0 0

          指定正味財産期首残高 0 0 0

          指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 3,055,013 1,456,228 1,598,785
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（単位：円）

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取会費 13,327,000 13,327,000 会費収入

事業収益 8,520,000 81,084,706 89,604,706

事業収入 26,814,350 26,814,350 第３種旅行業・物品販売等収入

特別事業収入 5,143,500 5,143,500 音楽の夕べ事業収入

受託収入 18,607,120 18,607,120 観光物産情報センター受託収入

受取補助金等 8,400,000 29,009,736 37,409,736 運営費補助金、コンベンション関係事業費及び人件費補助金　他

受取負担金 120,000 1,510,000 1,630,000 観光ボランティア研修事業負担金、商工会議所負担金　他

受取寄付金

受取利息 2,346 2,346

雑収益 15,689 15,689

経常収益計 8,520,000 81,084,706 13,345,035 102,949,741

前期繰越一般正味財産 1,456,228 前期繰越一般正味財産

収入合計 104,405,969

（２）経常費用

事業費 9,448,934 80,905,263 90,354,197

期首たな卸高 (101,530) (101,530)

仕入高 (103,500) (23,648,700) (23,752,200) 旅行業、物品販売等仕入高

期末たな卸高 (△121,785) (△121,785)

給料手当 (3,971,051) (23,204,706) (27,175,757) 職員給料

賞与 (834,000) (3,411,653) (4,245,653) 職員賞与

福利厚生費 (805,118) (4,745,891) (5,551,009) 職員社会保険料等

旅費交通費 (749,220) (3,594,985) (4,344,205) 出張旅費及び職員通勤手当

通信運搬費 (567,973) (1,218,795) (1,786,768) 電話、ファックス、郵送料等

消耗什器備品費 (867,024) (867,024) レンタサイクル購入費

消耗品費 (350,922) (371,011) (721,933) 事務用品等

修繕費 (5,400) (5,400) センター備品修繕費

印刷製本費 (4,582,052) (4,582,052) 各種印刷製本費

光熱水料費 (265,655) (49,259) (314,914) 事務所及びセンター光熱水料費

賃借料 (184,809) (2,966,846) (3,151,655) 事務所、コピー機等賃借料

保険料 (236,547) (236,547) 旅行業及び車両保険料

租税公課 (1,536,700) (1,536,700) 消費税

支払負担金 (795,000) (915,324) (1,710,324) 関係団体負担金

委託費 (251,300) (251,300) レンタサイクル事業委託費（旭川観光ボランティア協議会）

宣伝関係費 (315,174) (836,364) (1,151,538) 各種広告、コンベンション関係宣伝費

派遣費 (3,000,000) (3,000,000) KNT職員派遣費

ボランティア関連費 (434,438) (434,438) 観光ボランティア研修費

情報収集費 (16,428) (150,438) (166,866) 雑誌等購入費

催事費 (2,677,997) (2,677,997) 音楽の夕べ開催費、コンベンション看板掲出経費

車両費 (252,720) (1,609,819) (1,862,539) 車両賃借料

支払利息 (52,352) (52,352) 支払利息

交際費 (234,394) (413,403) (647,797) 交際費

雑費 (2,970) (144,514) (147,484) 振込手数料等

旧観光協会関係事業分 9,448,934 45,146,751 54,595,685

期首たな卸高 (101,530) (101,530)

仕入高 (103,500) (23,648,700) (23,752,200) 旅行業、物品販売等仕入高

期末たな卸高 (△121,785) (△121,785)

給料手当 (3,971,051) (9,127,013) (13,098,064) 職員給料

賞与 (834,000) (1,671,653) (2,505,653) 職員賞与

福利厚生費 (805,118) (1,931,602) (2,736,720) 職員社会保険料等

旅費交通費 (749,220) (2,168,030) (2,917,250) 観光客誘致関係旅費及び職員通勤手当

通信運搬費 (567,973) (355,766) (923,739) 電話、ファックス、郵送料等

消耗什器備品費 (24,624) (24,624) センター備品購入費

消耗品費 (350,922) (140,559) (491,481) 事務用品等

修繕費 (5,400) (5,400) センター備品修繕費

印刷製本費 (788,292) (788,292) 音楽の夕べ等印刷製本費

光熱水料費 (265,655) (49,259) (314,914) 事務所及びセンター光熱水料費

賃借料 (184,809) (491,305) (676,114) 音楽の夕べ旭川市民文化会館賃借料等

保険料 (132,417) (132,417) 旅行業保険料

租税公課 (1,536,700) (1,536,700) 消費税

支払負担金 (795,000) (85,324) (880,324) 関係団体負担金

委託費 (251,300) (251,300) レンタサイクル事業委託費（旭川観光ボランティア協議会）

宣伝関係費 (315,174) (51,525) (366,699) 各種広告宣伝費

その他

事業会計

法人会計 計

平成２６年度　一般社団法人旭川観光コンベンション協会正味財産増減計算書内訳

科　　　　　　目 継続事業 備　　　　　　　考
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その他

事業会計

法人会計 計科　　　　　　目 継続事業 備　　　　　　　考

ボランティア関連費 (434,438) (434,438) 観光ボランティア研修費

情報収集費 (16,428) (48,444) (64,872) 雑誌等購入費

催事費 (1,975,837) (1,975,837) 音楽の夕べ開催費

車両費 (252,720) (252,720) 車両賃借料等

支払利息 (52,352) (52,352) 支払利息

交際費 (234,394) (71,500) (305,894) 交際費

雑費 (2,970) (124,966) (127,936) 振込手数料等

コンベンション関係事業費 8,078,320 8,078,320

旅費交通費 (1,219,955) (1,219,955) コンベンション誘致関係旅費

通信運搬費 (863,029) (863,029) コンベンションステッカー、ポスター、コンベンション調査票発送費用等

消耗品費 (74,219) (74,219) 事務用品等

印刷製本費 (1,430,720) (1,430,720) コンベンションステッカー、ポスター印刷費用

保険料 (104,130) (104,130) 車両保険料

支払負担金 (830,000) (830,000) JCCB、JFC負担金

宣伝関係費 (784,839) (784,839) 広告費

情報収集費 (101,994) (101,994) 雑誌等購入費

催事費 (702,160) (702,160) 市役所前広告塔歓迎看板設置費用

車両費 (1,609,819) (1,609,819) 車両賃借料

交際費 (341,903) (341,903) 交際費

雑費 (15,552) (15,552) 振込手数料等

コンベンション関係人件費 18,137,447 18,137,447

給料手当 (11,475,155) (11,475,155) コンベンション担当職員給料

賞与 (1,203,000) (1,203,000) コンベンション担当職員賞与

福利厚生費 (2,250,456) (2,250,456) コンベンション担当職員社会保険料等

旅費交通費 (207,000) (207,000) コンベンション担当職員通勤手当

派遣費 (3,000,000) (3,000,000) KNT職員派遣費

雑費 (1,836) (1,836) 振込手数料等

新事務所賃貸料 2,475,541 2,475,541

賃借料 (2,475,541) (2,475,541) 事務所賃借料

大雪広域観光圏事業 3,703,371 3,703,371

給料手当 (2,602,538) (2,602,538) 観光圏担当職員給料

賞与 (537,000) (537,000) 観光圏担当職員賞与

福利厚生費 (563,833) (563,833) 観光圏担当職員社会保険料等

ガイドマップ製作費 2,363,472 2,363,472

印刷製本費 (2,363,040) (2,363,040) ガイドマップ印刷費

雑費 (432) (432) 振込手数料等

レンタサイクル等購入事業 1,000,361 1,000,361

消耗什器備品費 (842,400) (842,400) レンタサイクル購入費

消耗品費 (156,233) (156,233) スキーウェア等購入費

雑費 (1,728) (1,728) 振込手数料等

管理費 10,996,759 10,996,759

役員報酬 (3,120,000) (3,120,000) 常勤専務理事報酬

給料手当 (304,574) (304,574) 職員給料

賞与 (232,768) (232,768) 職員賞与

福利厚生費 (1,141,028) (1,141,028) 職員社会保険料等

会議費 (263,000) (263,000) 各種会議室賃借料等

交際費 (111,000) (111,000) 交際費

旅費交通費 (200,170) (200,170) 駐車場借上料

通信運搬費 (828,550) (828,550) 電話、ファックス、郵送料等

什器備品減価償却費 (2,709) (2,709) 事務機器減価償却費

消耗品費 (260,534) (260,534) 事務用品等

印刷製本費 (234,954) (234,954) 総会資料印刷製本費等

光熱水料費 (331,555) (331,555) 事務所光熱水料費

賃借料 (192,241) (192,241) コピー機等賃借料

租税公課 (1,439,300) (1,439,300) 法人税

支払負担金 (508,000) (508,000) 関係団体負担金

宣伝関係費 (493,840) (493,840) 広告宣伝費

新聞図書費 (86,120) (86,120) 新聞図書購入費

雑費 (1,246,416) (1,246,416) 塵芥処理費、振込手数料等

9,448,934 80,905,263 10,996,759 101,350,956

会計毎増減 △ 928,934 179,443 2,348,276 1,598,785

当期繰越一般正味財産 3,055,013

経常費用計
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