
令和4年3月31日現在（単位：円）

Ⅰ　事業活動収支の部

　1　事業活動収入

　　(1)　  会費収入 ¥64,000,000 ¥57,000,000 ¥7,000,000

　　(2)　　入会金収入 ¥300,000 ¥300,000 ¥0

　　(3)　　受託事業収入 ¥14,910,000 ¥13,800,000 ¥1,110,000

　　　　ア　指導教育責任者等講習受託費 ¥4,950,000 ¥5,800,000 -¥850,000

　　　　イ　特別講習受託費 ¥9,960,000 ¥8,000,000 ¥1,960,000

　　(4)　　教育事業収入 ¥8,550,000 ¥8,400,000 ¥150,000

　　　  ア　　新任教育受講料 ¥650,000 ¥900,000 -¥250,000

　　　　イ　　現任教育受講料 ¥2,300,000 ¥1,900,000 ¥400,000

　　　　ウ　　事前講習受講料　 ¥5,600,000 ¥5,600,000 ¥0

　　(5)　　斡旋事業収入 ¥4,400,000 ¥3,500,000 ¥900,000

　　(6)　　補助金 ¥770,000 ¥600,000 ¥170,000

　　(7)　　指導教育事業収入 ¥5,000 ¥0 ¥5,000

　　(8)　　受取利息 ¥0 ¥0 ¥0

　　(9)　　雑収入 ¥700,000 ¥700,000 ¥0

　　(10)　繰入金収入 ¥0 ¥0 ¥0

事業活動収入計 ¥93,635,000 ¥84,300,000 ¥9,335,000

2　事業活動支出

　　(1)　　受託事業支出 ¥9,010,000 ¥9,330,000 -¥320,000

　　　　ア　講師謝金 ¥3,500,000 ¥3,700,000 -¥200,000

　　　　イ　旅費交通費 ¥1,200,000 ¥1,150,000 ¥50,000

　　　　ウ　教材費 ¥200,000 ¥250,000 -¥50,000

　　　　エ　会場借上費 ¥3,500,000 ¥3,500,000 ¥0

　　　　オ　事務用品費 ¥10,000 ¥10,000 ¥0

　　　　カ　通信運搬費 ¥300,000 ¥420,000 -¥120,000

　　　　キ　雑費 ¥300,000 ¥300,000 ¥0

　　(2)　　教育事業支出 ¥7,790,000 ¥8,730,000 -¥940,000

　　　　ア　講師謝金 ¥2,900,000 ¥3,700,000 -¥800,000

　　　　イ　旅費交通費 ¥420,000 ¥500,000 -¥80,000

　　　　ウ　教材費 ¥220,000 ¥210,000 ¥10,000

　　　　エ　会場借上費 ¥1,450,000 ¥1,720,000 -¥270,000

　　　　オ　講習運営費 ¥200,000 ¥170,000 ¥30,000

　　　　カ　通信運搬費 ¥350,000 ¥220,000 ¥130,000

　　　　キ　需用費 ¥300,000 ¥200,000 ¥100,000

　　　　ク　雑費 ¥130,000 ¥140,000 -¥10,000

　　　　ケ　研修センター賃借料 ¥1,720,000 ¥1,800,000 -¥80,000

　　　　　コ　研修センター光熱費 ¥100,000 ¥70,000 ¥30,000

　　(3)　　一般事業費支出 ¥30,437,500 ¥26,240,000 ¥4,197,500

　　　　ア　防犯防災事業費 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥0

　　　　イ　講習研修会費 ¥510,000 ¥500,000 ¥10,000

　　　　ウ　通信運搬費 ¥180,000 ¥250,000 -¥70,000

　　　　エ　需用費 ¥120,000 ¥240,000 -¥120,000

　　　　オ　調査相談費 ¥450,000 ¥450,000 ¥0

　　　　カ　広報活動費 ¥1,150,000 ¥1,500,000 -¥350,000

　　　　キ　委員会活動費 ¥4,600,000 ¥1,500,000 ¥3,100,000

　　　　ク　表彰費 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥0

　　　　ケ　賀詞交歓会費 ¥1,300,000 ¥1,500,000 -¥200,000

　　　　コ　全警協会費 ¥14,700,000 ¥14,000,000 ¥700,000

　　　　サ　九警協会費 ¥457,500 ¥440,000 ¥17,500

　　　　シ　その他団体負担金 ¥210,000 ¥210,000 ¥0

　　　　ス　斡旋事業費 ¥4,260,000 ¥3,150,000 ¥1,110,000

　　　　セ　雑損失 ¥0 ¥0 ¥0

令和4年度 収支予算書
（令和4年4月１日から令和5年3月31日まで）

勘定科目 今年度予算 前年度予算 増減



令和4年3月31日現在（単位：円）

令和4年度 収支予算書
（令和4年4月１日から令和5年3月31日まで）

勘定科目 今年度予算 前年度予算 増減

　　(4)　　管理費支出 ¥49,888,100 ¥44,390,000 ¥5,498,100

　　　　ア　会議費 ¥775,000 ¥1,700,000 -¥925,000

　　　　イ　給与手当 ¥32,000,000 ¥28,750,000 ¥3,250,000

　　　　ウ　法定福利費 ¥4,700,000 ¥5,050,000 -¥350,000

　　　　エ　賞与引当金 ¥836,600 ¥1,480,000 -¥643,400

　　　　オ　退職金支出 ¥4,286,500 ¥0 ¥4,286,500

　　　　カ　福利厚生費 ¥170,000 ¥160,000 ¥10,000

　　　　キ　旅費交通費 ¥100,000 ¥100,000 ¥0

　　　　ク　通信運搬費 ¥700,000 ¥700,000 ¥0

　　　　ケ　事務機リース料 ¥1,000,000 ¥580,000 ¥420,000

　　　　コ　需用費 ¥450,000 ¥700,000 -¥250,000

　　　　サ　事務所賃借料 ¥3,420,000 ¥3,420,000 ¥0

　　　　シ　事務所水道光熱費 ¥300,000 ¥350,000 -¥50,000

　　　　ス　調査渉外費 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　セ　慶弔費 ¥100,000 ¥100,000 ¥0

　　　　ソ　租税公課 ¥500,000 ¥1,000,000 -¥500,000

　　　　タ　雑費 ¥550,000 ¥300,000 ¥250,000

　　(5)　　繰出金支出 ¥0 ¥0 ¥0

事業活動支出計 ¥97,125,600 ¥88,690,000 ¥8,435,600

事業活動収支差額 ¥-3,490,600 ¥-4,390,000 ¥899,400

Ⅱ　投資活動収支の部

　1　投資活動収入

　　(1)　　特定資産取崩収入 ¥4,286,500 ¥0 ¥4,286,500

　　　　ア　災害対策積立引当資産取崩収入 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　イ　退職給付引当資産取崩収入 ¥4,286,500 ¥0 ¥4,286,500

　　　　ウ　減価償却引当資産取崩収入 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　エ　事務所移転引当資産取崩収入 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　オ　教育施設引当資産取崩収入 ¥0 ¥0 ¥0

投資活動収入計 ¥4,286,500 ¥0 ¥4,286,500

　2　投資活動支出

　　(1)　　特定資産取得支出 ¥1,978,000 ¥2,340,000 -¥362,000

　　　　ア　災害対策積立引当資産支出 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　イ　退職給付引当資産支出 ¥1,978,000 ¥2,340,000 -¥362,000

　　　　ウ　減価償却引当資産支出 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　エ　事務所移転引当資産支出 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　オ　教育施設引当資産支出 ¥0 ¥0 ¥0

投資活動支出計 ¥1,978,000 ¥2,340,000 -¥362,000

投資活動収支差額 ¥2,308,500 ¥-2,340,000 ¥4,648,500

Ⅲ　財務活動収支の部

　1　財務活動収入 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　長期借入金収支 ¥0 ¥0 ¥0

財務活動収入計 ¥0 ¥0 ¥0

　2　財務活動支出 ¥0 ¥0 ¥0

　　　　長期借入金返済支出 ¥0 ¥0 ¥0

財務活動支出計 ¥0 ¥0 ¥0

財務活動収支差額 ¥0 ¥0 ¥0

Ⅳ　予備費支出

当期収支差額 ¥-1,182,100 -¥6,730,000 ¥5,547,900

前期繰越収支差額 ¥141,744,949 ¥141,125,773 ¥619,176

次期繰越収支差額 ¥140,562,849 ¥134,395,773 ¥6,167,076


