
第1号議案 

 

令和元年度 理窓会神奈川支部 収支決算報告書 

(平成31年4月1日～令和2年3月31日) 

 

１ 収入の部 

内 訳 決算額

（Ａ） 

予算額

（Ｂ） 

差額（Ａ-

Ｂ） 

備 考 

前年度繰越金 124,522   124,522  0   

支部支援金 210,000  190,000  20,000 理窓会本部より 

年会費 266,000  250,000  16,000 266 名分 

利息 1  1  0 銀行利息 

定期総会残金 20,360  0  20,360  

賀詞交歓会残金 25,047  0  25,047  

広告費 55,000 130,000 △75,000 定期総会パンフレット名刺広告 

雑収入（寄付等） 30,000 0 30,000  

計 730,930  694,523  36,407  

 

２ 支出の部 

内 訳 決算額

（Ａ） 

予算額

（Ｂ） 

差額（Ａ-

Ｂ） 

備 考 

会議費 

総会 142,807  200,000  △57,193 案内等通信費、会場使用料等 

賀詞交歓会 157,854 200,000  △42,146 案内等通信費、会場使用料等 

役員会 9,560 15,000  △5,440 会場費等 

20代等会員参加費補助 0 30,000  △30,000 参加費差額分 

支部交際費 78,000 80,000  △2,000 他支部へのご祝儀等 

活動補助費 30,000 50,000  △20,000 地区・同好会等への活動補助 

広報費 38,034 40,000  △1,966 「理窓」年賀広告、電話代等 

振込手数料 45,114 30,000  15,114 年会費振込手数料負担 

予備費 0 49,523  △49,523  

計 501,369 694,523  △193,154  

 

総収入額        730,930円 

総支出額       501,369円 

差引残額       229,561円 

上記残額を令和2年度へ繰り越します。 

 

上記の通り、ご報告申し上げます。 

理窓会神奈川支部 支部長 山下 庫太 

         会計  善方 徹 

         会計  北原 弘文 

 

監査の結果、上記の通り相違ありません。 

理窓会神奈川支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（参考） 

令和1年度 理窓会神奈川支部定期総会 決算 

令和1年7月27日（土） 

於：よこすか平安閣 

収入の部 

内 訳 決算額 備 考 

参加費 

         455,000 \7,000 x65名 

20代/配偶者等 10,500 \3,500 x3名 

学生 0  

支部会費から補助 0  

ご祝儀 114,500  理窓会本部等 15名 

支部会計・会議費（総会）より繰入 0  

寄付 2,000   

(名刺広告費) (55,000) 40,000円集金 

横須賀軍港めぐりチケット集金 67,500 \1,500 x45名 

計 649,500 名刺広告費を除く 

 

支出の部 

内 訳 決算額 備 考 

懇親会費 562,440   

講師謝金 10,000  

横須賀軍港めぐりチケット（団体） 56,700 \1,260 x45名 

計 629,140  

 

差引残額     20,360円 

 

 

令和2年 理窓会神奈川支部賀詞交歓会 決算 

令和2年1月18日（土） 

ローズホテル横浜 

収入の部 

内 訳 決算額 備 考 

参加費 

         455,000 \7,000 x65名 

20代/配偶者等 10,500 \3,500 x3名 

大貫様 5,000  

支部会費から補助 0  

ご祝儀 117,000 理窓会本部等 12名 

寄付 18,000  

計 605,500  

 

支出の部 

内 訳 決算額 備 考 

懇親会費 580,453  

講師謝金 0  

 0  

計 580,453  

 

 

差引残額         25,047円 

 



第2号議案 

 

令和２年度 理窓会神奈川支部 収支予算(案) 

(令和2年4月1日～令和3年3月31日) 

 

収入の部            

内訳 金額 備考 

前年度繰越金 229,561  

支部支援金 210,000 理窓会本部より 

年会費 500,000 2,000円x250名 

利息 1 銀行利息 

総会残金 0  

賀詞交歓会残金 0  

雑収入 0  

合計 939,562  

 

支出の部           

内訳 金額 備考 

会議費 

総会 200,000 書面決済通信費、、資料代等 

賀詞交歓会 200,000 案内等通信費、会場使用料、講演会費、資料代等 

役員会 15,000 役員会通信費、会場使用料、資料代等 

20代等会員参加補助費 30,000 参加費差額分の補助 

支部交際費 80,000 他支部へのご祝儀、慶弔費等 

活動補助費 50,000 各地区等の活動補助 

広報費 40,000 「理窓」年賀広告、電話代等 

振込手数料 50,000 年会費振込手数料負担等 

予備費 274,562  

合計 939,562  

 


