
（単位：円）

備　　　　　　　考

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取会費 13,800,000 13,800,000 新協会会員会費収入

事業収益 8,654,000 95,898,000 5,697,000 110,249,000

事業収入 42,608,000 42,608,000 第３種旅行業・物品販売等収入

特別事業収入 3,000,000 3,000,000 音楽の夕べ事業収入

受託事業収益 50,000 18,839,000 18,889,000 観光物産情報センター受託収入

受取補助金等 8,604,000 29,851,000 5,697,000 44,152,000

受取負担金 1,600,000 1,600,000

受取寄付金

受取利息

雑収益 12,000 12,000

経常収益計 8,654,000 95,898,000 19,509,000 124,061,000

前期繰越一般正味財産 3,055,013 Ｈ26年度観光コンベンション協会繰越金

収入合計 127,116,013

（２）経常費用

事業費 9,864,000 95,365,600 105,229,600

仕入高 (38,290,000) (38,290,000) 旅行業、物品販売等仕入高

給料手当 (4,008,000) (23,625,600) (27,633,600) 職員給料

賞与 (846,000) (3,150,000) (3,996,000) 職員賞与

福利厚生費 (800,000) (5,205,000) (6,005,000) 職員社会保険料等

旅費交通費 (1,200,000) (3,557,000) (4,757,000) 出張旅費及び職員通勤手当

通信運搬費 (480,000) (1,060,000) (1,540,000) 電話、ファックス、郵送料等

消耗品費 (360,000) (512,000) (872,000) 事務用品等

什器備品費 (300,000) (300,000) 什器備品費

修繕費 (20,000) (20,000) 備品修繕費

印刷製本費 (5,360,000) (5,360,000) 各種印刷製本費

光熱水料費 (288,000) (50,000) (338,000) 事務所及びセンター光熱水料費

賃借料 (195,000) (2,970,000) (3,165,000) 事務所、コピー機等賃借料

保険料 (245,000) (245,000) 旅行業及び車両保険料

租税公課 (580,000) (580,000) 消費税

支払負担金 (911,000) (950,000) (1,861,000) 関係団体負担金

委託費 (250,000) (250,000) 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 (240,000) (828,000) (1,068,000) 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 (630,000) (630,000) 観光ボランティア研修費

情報収集費 (20,000) (168,000) (188,000) 雑誌等購入費

催事費 (2,338,000) (2,338,000) 音楽の夕べ開催費、コンベンション掲出看板経費

車両費 (264,000) (1,686,000) (1,950,000) 車両賃借料

交際費 (240,000) (440,000) (680,000) 各種交際費

雑費 (12,000) (151,000) (163,000) 振込手数料等

旧観光協会関係分 (9,864,000) (59,646,000) (69,510,000)

仕入高 (38,290,000) (38,290,000)

給料手当 (4,008,000) (9,468,000) (13,476,000)

賞与 (846,000) (1,911,000) (2,757,000)

福利厚生費 (800,000) (2,315,000) (3,115,000)

旅費交通費 (1,200,000) (1,696,000) (2,896,000)

通信運搬費 (480,000) (378,000) (858,000)

消耗品費 (360,000) (133,000) (493,000)

什器備品費 (300,000) (300,000)

修繕費 (20,000) (20,000)

印刷製本費 (930,000) (930,000)

光熱水料費 (288,000) (50,000) (338,000)

賃借料 (195,000) (486,000) (681,000)

保険料 (140,000) (140,000)

租税公課 (580,000) (580,000)

支払負担金 (911,000) (120,000) (1,031,000)

委託費 (250,000) (250,000)

宣伝関係費 (240,000) (48,000) (288,000)

ボランティア関連費 (630,000) (630,000)

情報収集費 (20,000) (60,000) (80,000)

催事費 (1,608,000) (1,608,000)

計
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備　　　　　　　考

計科　　　　　　目 継続事業

その他

事業会計
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車両費 (264,000) (264,000)

交際費 (240,000) (100,000) (340,000)

雑費 (12,000) (133,000) (145,000)

大雪広域観光圏補助関係分 (3,916,800) (3,916,800)

給料手当 (2,584,800) (2,584,800)

賞与 (549,000) (549,000)

福利厚生費 (705,000) (705,000)

旅費交通費 (78,000) (78,000)

コンベンション誘致費補助関係分 (8,530,000) (8,530,000)

旅費交通費 (1,562,000) (1,562,000)

通信運搬費 (682,000) (682,000)

消耗品費 (379,000) (379,000)

印刷製本費 (1,310,000) (1,310,000)

保険料 (105,000) (105,000)

支払負担金 (830,000) (830,000)

宣伝関係費 (780,000) (780,000)

情報収集費 (108,000) (108,000)

催事費 (730,000) (730,000)

車両費 (1,686,000) (1,686,000)

交際費 (340,000) (340,000)

雑費 (18,000) (18,000)

コンベンション人件費補助関係分 (17,668,800) (17,668,800)

給料手当 (11,572,800) (11,572,800)

賞与 (690,000) (690,000)

福利厚生費 (2,185,000) (2,185,000)

旅費交通費 (221,000) (221,000)

派遣費 (3,000,000) (3,000,000)

ガイドマップ作成費補助関係分 (3,120,000) (3,120,000)

印刷製本費 (3,120,000) (3,120,000)

新事務所賃貸料補助関係分 (2,484,000) (2,484,000)

賃借料 (2,484,000) (2,484,000)

管理費 (15,476,000) (15,476,000)

役員報酬 (3,120,000) (3,120,000)

給料手当 (3,380,000) (3,380,000)

賞与 (600,000) (600,000)

福利厚生費 (2,000,000) (2,000,000)

会議費 (250,000) (250,000)

交際費 (121,000) (121,000)

旅費交通費 (420,000) (420,000)

通信費 (850,000) (850,000)

消耗品費 (240,000) (240,000)

印刷製本費 (245,000) (245,000)

光熱水料費 (288,000) (288,000)

賃借料 (208,000) (208,000)

租税公課 (1,510,000) (1,510,000)

負担金支出 (420,000) (420,000)

宣伝関連費 (480,000) (480,000)

新聞図書費 (84,000) (84,000)

支払利息 (60,000) (60,000)

雑費 (1,200,000) (1,200,000)

9,864,000 95,365,600 15,476,000 120,705,600

会計毎増減 △ 1,210,000 532,400 4,033,000 3,355,400

当期繰越一般正味財産 6,410,413

経常費用計
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