
予算書(正味財産増減)
2020年 4月 1日から    2021年 3月31日まで

（単位 : 円）

一般会計

勘　定　科　目 当年度予算 前年度予算 増減 備考

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)経常収益

定額会費

　　正会員受取会費 36,288,000 -432,00035,856,000
18,000*現会員(4/1現在)16
6名*12ヶ月

　　法人会員受取会費 648,000648,000

　　新人会員受取会費 648,000648,000

　定額会費計 37,584,000 -432,00037,152,000

入会金 180,000180,000 30,000*6名分

　入会金計 180,000180,000

雑収益

　　受取利息 4,0004,000

　　事務受託費等 1,130,000 200,0001,330,000

　　日司連助成金 1,280,000 80,0001,360,000
日司連登録(4/1現在)166名
分

　　雑収入 1,000,0001,000,000 別紙のとおり

　雑収益計 3,414,000 280,0003,694,000

　経常収益合計 41,178,000 -152,00041,026,000

(2)経常費用

会議費

　　事／総会費 1,200,000 -300,000900,000 定時総会

　　事／役員会費 600,000600,000 理事会、常任理事会

　　事／選挙管理委員会 50,00050,000

　　事／綱紀調査委員会 200,000 100,000300,000

　　事／部会・委員会費 500,000 100,000600,000 各部会、委員会等

　会議費計 2,550,000 -100,0002,450,000

事業費

　　事／企画費 600,000600,000

　　事／研修費 1,500,0001,500,000

　　事／広報費 2,300,000 -300,0002,000,000

　　事／市民支援費 1,300,000 -40,0001,260,000

　　事／その他の事業費 150,000 100,000250,000

　事業費計 5,850,000 -240,0005,610,000

管理費

　　管／人件費 8,900,000 600,0009,500,000 事務局職員給与手当

　　管／福利厚生費 1,500,000 -100,0001,400,000 厚生年金等

　　管／消耗品費 700,000700,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ･ｺﾋﾟｰ用紙他

　　管／印刷費 800,000800,000
職務上戸籍請求書･用紙･
封筒･総会資料

　　管／通信費 800,000800,000

　　管／水道光熱費 550,000550,000

　　管／新聞図書費 50,00050,000 会務ｼｽﾃﾑ契約他

　　管／ﾘｰｽ料 950,000 150,0001,100,000 PC･AED･ｺﾋﾟｰ機等

　　管／備品費 200,000200,000

　　管／保険料 1,042,000 -12,0201,029,980 別紙のとおり

　　管／退職給付費用 500,000500,000

　　管／租税公課等 150,000150,000 固定資産税等

　　管／交際費 200,000200,000

　　管／渉外費 150,000150,000

　　管／雑費 50,00050,000



勘　定　科　目 当年度予算 前年度予算 増減 備考

　　管／慶弔費 250,000250,000

　管理費計 16,792,000 637,98017,429,980

連合会費

　　連／日司連会費 9,700,800 -112,8009,588,000 別紙のとおり

　　連／日司連特別会費 3,715,200 -49,2003,666,000 別紙のとおり

　　連／近司連会費 996,000 6,0001,002,000 別紙のとおり

　　連／連合会議費 250,000250,000

　連合会費計 14,662,000 -156,00014,506,000

交付金

　　交／支部交付金 615,600 -7,200608,400 別紙のとおり

　　交／支部助成金 720,000720,000 別紙のとおり

　交付金計 1,335,600 -7,2001,328,400

会館維持費

他会計への繰出金支出

　　他／会館建設特別会計への操出 5,000,000 -4,500,000500,000

　　他／災害対策特別会計への操出 1,000,0001,000,000

　他会計への繰出金支出計 6,000,000 -4,500,0001,500,000

予備費

　予備費 1,000,0001,000,000

　予備費計 1,000,0001,000,000

　経常費用合計 48,189,600 -4,365,22043,824,380

評価損益等調整前当期経常増減額 -7,011,600 4,213,220-2,798,380

基本財産評価損益等

当期経常増減額 -7,011,600 4,213,220-2,798,380

２．経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

　　建物減価償却額 1,161,567 -104,6131,056,954

　　備品減価償却額 133,122 -24,613108,509

　減価償却額計 1,294,689 -129,2261,165,463

　経常外費合計 1,294,689 -129,2261,165,463

当期経常外増減額(1)-(2) -1,294,689 129,226-1,165,463

(3)他会計振替額

(4)予備費

税引前当期一般正味財産増減額 -8,306,289 4,342,446-3,963,843

当期一般正味財産増減額 -8,306,289 4,342,446-3,963,843

一般正味財産期首残高 101,186,471 -2,964,03398,222,438

一般正味財産期末残高 92,880,182 1,378,41394,258,595

Ⅱ指定正味財産増減の部

指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

正味財産期末残高 92,880,182 1,378,41394,258,595



１．会　費　収　入 35,856,000 円

　　　定　額　会　費 648,000 円

648,000 円
  （予定）

37,152,000 円

２．入会金　収入 180,000 円
                   （予定）

　　①戸籍用紙代等 350,000 円

　　②登録事務費等 280,000 円

　　③その他収入 370,000 円

1,000,000 円

３．経常費

　　　 保険料【全員加入司法書士賠償責任保険】

603,980 円

390,000 円

36,000 円
　　　　　　　　 （予定）

1,029,980 円

４．連合会費

　　　 日司連会費 9,418,800 円

169,200 円
  （予定）

9,588,000 円

　　　 日司連特別会費 1,402,800 円

1,202,400 円

996,000 円
  （予定）

64,800 円

3,666,000 円

       近司連会費

1,002,000 円

５．交付金

　　   支部交付金 597,600 円

10,800 円
  （予定）

　　　 支部助成金 720,000 円

1,328,400 円合　計

合　計

700円×現会員166名+法人1×12ヵ月＝

600円×現会員166名+法人1×12ヵ月＝

300円×新入会員  6名×　6ヵ月＝

(近司連は1月１日現在の会員数で計算）

500円×現会員166名×12ヵ月＝

1800円×新入会員  6名×6ヵ月＝

120,000円×6支部＝

300円×現 会 員166名×12ヵ月＝

500円×166名+法人1×12ヵ月＝

6,000円×加入者数65名＝

4,700円×現会員166名+法人1×12ヵ月＝

合　計

6,000円×新入会員 6名＝

合　計

4,700円×新入会員  6名×　6ヵ月＝

別    紙

収　　　入

18,000円×法人会員  3法人×12ヵ月＝

合　計

18,000円×現会員(4月1日現在）166名×12ヵ月＝

②三井住友海上火災保険

①東京海上日動火災保険

18,000円×新入会員  6名×　6ヵ月＝

支　　　出

合　計

３．雑　収　入

30,000円×新入会員 6名＝

5,980円×加入者数101名＝



予算書(正味財産増減)
2020年 4月 1日から    2021年 3月31日まで

（単位 : 円）

会館建設特別会計

勘　定　科　目 当年度予算 前年度予算 増減 備考

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)経常収益

定額会費

雑収益

　　受取利息 1,0001,000

　雑収益計 1,0001,000

他会計からの繰入金収入 5,000,000 -4,500,000500,000

　他会計からの繰入金収入計 5,000,000 -4,500,000500,000

　経常収益合計 5,001,000 -4,500,000501,000

(2)経常費用

会議費

事業費

管理費

連合会費

交付金

会館維持費

　　会／会館管理費 450,000450,000

　　会／火災保険 100,000100,000

　　会／外壁修繕工事費 5,000,0005,000,000

　会館維持費計 5,550,0005,550,000

他会計への繰出金支出

予備費

　経常費用合計 5,550,0005,550,000

評価損益等調整前当期経常増減額 -549,000 -4,500,000-5,049,000

基本財産評価損益等

当期経常増減額 -549,000 -4,500,000-5,049,000

２．経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期経常外増減額(1)-(2)

(3)他会計振替額

(4)予備費

税引前当期一般正味財産増減額 -549,000 -4,500,000-5,049,000

当期一般正味財産増減額 -549,000 -4,500,000-5,049,000

一般正味財産期首残高 15,578,973 4,433,50620,012,479

一般正味財産期末残高 15,029,973 -66,49414,963,479

Ⅱ指定正味財産増減の部

指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

正味財産期末残高 15,029,973 -66,49414,963,479



予算書(正味財産増減)
2020年 4月 1日から    2021年 3月31日まで

（単位 : 円）

災害対策特別会計

勘　定　科　目 当年度予算 前年度予算 増減 備考

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)経常収益

定額会費

雑収益

他会計からの繰入金収入 1,000,0001,000,000

　他会計からの繰入金収入計 1,000,0001,000,000

　経常収益合計 1,000,0001,000,000

(2)経常費用

会議費

　　事／災害対策委員会費 100,000100,000

　会議費計 100,000100,000

事業費

　　事／災害対策費 100,000100,000

　事業費計 100,000100,000

管理費

連合会費

交付金

会館維持費

他会計への繰出金支出

予備費

　経常費用合計 200,000200,000

評価損益等調整前当期経常増減額 800,000800,000

基本財産評価損益等

当期経常増減額 800,000800,000

２．経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期経常外増減額(1)-(2)

(3)他会計振替額

(4)予備費

税引前当期一般正味財産増減額 800,000800,000

当期一般正味財産増減額 800,000800,000

一般正味財産期首残高 1,100,007 997,4832,097,490

一般正味財産期末残高 1,900,007 997,4832,897,490

Ⅱ指定正味財産増減の部

指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

正味財産期末残高 1,900,007 997,4832,897,490


