
収益事業等会計公益目的事業会計

５月災害事業 １２月事業１１月事業７月事業小計共通１０月その他９月事業８月事業６月災害事業５月その他
科 目

一般正味財産増減の部

経常増減の部

経常収益

受取入会金

新入会員入会金

受取会費

正会員年会費

新入会員年会費

賛助会員年会費

登録料収入

事業登録料収入

寄付金収入

寄付金収入

協賛金収入

雑収益

受取利息

雑収益

他会計からの繰入額 222,800 220,000 400,000 842,800

一般会計からの繰入金

環境事業会計からの繰入金

青少年事業からの繰入金 400,000 400,000

準備金からの繰入金

緊急災害支援金からの繰入金 222,800 220,000 442,800

経常収益計 222,800 220,000 400,000 842,800

経常費用

事業費 90,413 222,800 220,000 1,250,000 800,000 150,000 97,445 2,830,658 100,000 106,406 438,597

総務委員会 100,000 106,406

総会開催費 100,000 106,406

委員会運営費

交流委員会 438,597

事業開催費 438,597

委員会運営費

ウェルネス研修委員会 800,000 22,000 822,000

事業開催費 800,000 800,000

委員会運営費 22,000 22,000

青少年わんぱく委員会 850,000 55,700 905,700

事業開催費 850,000 850,000

委員会運営費 25,700 25,700

わんぱく相撲ブロック大会登録料 30,000 30,000

親水まちづくり委員会 90,413 150,000 19,745 260,158

事業開催費 90,413 90,413

委員会運営費 19,745 19,745

市民祭り事業費 150,000 150,000

会員拡大委員会

事業開催費

委員会運営費

出向者連絡会議

事業運営費

各種登録料

京都会議LOM登録料

サマーコンファレンス登録料

全国大会登録料

関東地区大会登録料

環境事業費

青少年事業費 400,000 400,000

準備金事業費

緊急災害支援金事業費 222,800 220,000 442,800

特別会計支出

環境事業特別会計支出

青少年事業特別会計支出

準備金積立支出

緊急災害支援金支出

管理費

選挙管理費

通信費・運搬費

消耗品関係費

消耗品費

会計ソフト年間保守料

公益会計ソフト更新指導料

広報費

印刷費・製本費

会場賃借料

事務局室料

事務局光熱費

会計年度 平成23年度

平成23年5月2日 から 平成23年12月31日 まで

会計単位 浦安青年会議所会計

1 公益社団法人 浦安青年会議所



収益事業等会計公益目的事業会計

５月災害事業 １２月事業１１月事業７月事業小計共通１０月その他９月事業８月事業６月災害事業５月その他
科 目

事務局備品

保険料

支払手数料

負担金支出

日本JC会費

              JCI会費

関東地区協議会会費

ブロック協議会会費

ブロック協議会会議費

国際協力資金

              WeBelieve購読料

出向者負担金

商工会議所法人会員会費

浦安市国際交流協会会費

渉外費

旅費・通行料

対外PR費

交際費

雑費

              JC手帳

卒業者記念品

会員慶弔費

褒賞費

新入会員諸経費

理事変更手続等諸経費

他会計への繰入金支出

一般会計への繰入金

環境事業への繰入金

青少年事業への繰入金

準備金積立への繰入金

緊急災害支援金への繰入金

経常費用計 90,413 222,800 220,000 1,250,000 800,000 150,000 97,445 2,830,658 100,000 106,406 438,597

評価損益等調整前当期計上増減額 -90,413 -850,000 -800,000 -150,000 -97,445 -1,987,858 -100,000 -106,406 -438,597

当期経常増減額

経常外増減の部

経常外収益

固定資産売却益

電話加入権売却益

固定資産受贈益

経常外収益計

経常外費用

固定資産売却損

電話加入権売却損

災害損失

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額

他会計振替額計

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

会計年度 平成23年度

平成23年5月2日 から 平成23年12月31日 まで

会計単位 浦安青年会議所会計

2 公益社団法人 浦安青年会議所



内部取引消去法人会計
収益事業等会計

小計共通
科 目

一般正味財産増減の部

経常増減の部

経常収益

受取入会金 180,000

新入会員入会金 180,000

受取会費 1,310,000

正会員年会費 960,000

新入会員年会費 300,000

賛助会員年会費 50,000

登録料収入

事業登録料収入

寄付金収入

寄付金収入

協賛金収入

雑収益 49,836

受取利息 49,836

雑収益

他会計からの繰入額 4,656,317

一般会計からの繰入金 4,656,317

環境事業会計からの繰入金

青少年事業からの繰入金

準備金からの繰入金

緊急災害支援金からの繰入金

経常収益計 6,196,153

経常費用

事業費 108,870 753,873 395,000

総務委員会 53,870 260,276

総会開催費 206,406

委員会運営費 53,870 53,870

交流委員会 25,000 463,597

事業開催費 438,597

委員会運営費 25,000 25,000

ウェルネス研修委員会

事業開催費

委員会運営費

青少年わんぱく委員会

事業開催費

委員会運営費

わんぱく相撲ブロック大会登録料

親水まちづくり委員会

事業開催費

委員会運営費

市民祭り事業費

会員拡大委員会 30,000 30,000

事業開催費

委員会運営費 30,000 30,000

出向者連絡会議

事業運営費

各種登録料 395,000

京都会議LOM登録料

サマーコンファレンス登録料 225,000

全国大会登録料 150,000

関東地区大会登録料 20,000

環境事業費

青少年事業費

準備金事業費

緊急災害支援金事業費

特別会計支出

環境事業特別会計支出

青少年事業特別会計支出

準備金積立支出

緊急災害支援金支出

管理費 1,631,135

選挙管理費 20,000

通信費・運搬費 82,531

消耗品関係費 111,954

消耗品費 31,954

会計ソフト年間保守料

公益会計ソフト更新指導料 80,000

広報費 60,000

印刷費・製本費 160,475

会場賃借料 100,000

事務局室料

事務局光熱費 47,779

会計年度 平成23年度

平成23年5月2日 から 平成23年12月31日 まで

会計単位 浦安青年会議所会計

3 公益社団法人 浦安青年会議所



内部取引消去法人会計
収益事業等会計

小計共通
科 目

事務局備品 47,966

保険料 13,600

支払手数料 17,480

負担金支出 399,215

日本JC会費 50,000

              JCI会費 36,840

関東地区協議会会費 5,000

ブロック協議会会費 50,000

ブロック協議会会議費 48,000

国際協力資金 27,375

              WeBelieve購読料 30,000

出向者負担金 140,000

商工会議所法人会員会費 12,000

浦安市国際交流協会会費

渉外費 283,685

旅費・通行料 33,685

対外PR費 100,000

交際費 150,000

雑費 286,450

              JC手帳

卒業者記念品 50,000

会員慶弔費 99,250

褒賞費

新入会員諸経費 28,000

理事変更手続等諸経費 109,200

他会計への繰入金支出 518,200

一般会計への繰入金

環境事業への繰入金

青少年事業への繰入金

準備金積立への繰入金 38,200

緊急災害支援金への繰入金 480,000

経常費用計 108,870 753,873 2,544,335

評価損益等調整前当期計上増減額 -108,870 -753,873 3,651,818

当期経常増減額

経常外増減の部

経常外収益

固定資産売却益

電話加入権売却益

固定資産受贈益

経常外収益計

経常外費用

固定資産売却損

電話加入権売却損

災害損失

経常外費用計

当期経常外増減額

他会計振替額

他会計振替額計

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

正味財産期末残高

会計年度 平成23年度

平成23年5月2日 から 平成23年12月31日 まで

会計単位 浦安青年会議所会計

4 公益社団法人 浦安青年会議所


