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説明
１経常収入の部

１会費収入 380,000
正会員会費収入 300,000 ６０人×５，０００円
賛助会員会費収入 80,000 ４０人×２，０００円

２事業収入 1,800,000
ﾄﾗｳﾄﾀﾞｰﾋﾞｰ収入 200,000 ４０人×５，０００円
放流事業委託収入 1,600,000 放流及び看板設置委託

３補助金等収入 0
補助金収入 0

４負担金収入 0
負担金収入 0

５寄付金収入 0
寄付金収入 0

６雑入 30,000
受取利息 0 預金利息
雑収入 30,000 協力金等

経常収入合計（Ａ） 2,210,000
２経常支出の部

１管理費 384,000
会議費 5,000 会議賄
旅費交通費 120,000 フォーラム参加等
通信運搬費 30,000 切手、はがき等
振込手数料 6,000 郵便局振込手数料
諸謝金 5,000 佐藤5,000円謝礼
租税公課 0
会費負担金 25,000 サポートセンター会費外
事務消耗品 15,000 紙、インク等
会員用消耗品 100,000 ピンバッチ作成
交際費 30,000 理事長交際費
会議室等使用料 48,000 釣り小屋使用料

２事業費 2,140,000
競技会開催事業　 240,000 ﾄﾗｳﾄﾀﾞｰﾋﾞｰ懇親会、参加賞
釣り場環境整備事業 340,000 案内看板作成及び撤収等、
川の環境保全事業 60,000 河川清掃等賄・水生昆虫調査用器具等
魚族資源保護事業 1,400,000 ニジマス放流、発眼卵
情報収集及び提供事業 100,000 ＨＰ容量増、ソフト・ハード購入

経常支出合計（Ｂ） 2,524,000
経常収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） △ 314,000

３その他資金収入（Ｄ） 0 0

４その他資金支出（Ｅ） 0 0

当期収支差額（Ｆ） （Ｃ）＋（Ｄ）－（Ｅ） △ 314,000
前期繰越収支差額（Ｇ） 326,379
次期繰越収支差額 （Ｆ）＋（Ｇ） 12,379

備考
１経常収入の部

１事業収入 1,400,000
放流事業委託収入 1,400,000 委託料

経常収入合計（Ａ） 1,400,000
２経常支出の部

１放流事業費 1,400,000
ニジマス購入 1,300,000 1300kg
普通旅費 3,000 業者との打合せ等　上川２人
運搬用車外借上 75,000 ニジマス運搬用車、参加者車（町外者）
通信運搬費 2,000 会員案内用切手、はがき
雑費 20,000 参加者弁当外

経常支出合計（Ｂ） 1,400,000
経常収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0

平成２４年度放流委託事業収支予算書

科目 金額（単位：円）

平成２４年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日

特定非営利活動法人　渚滑川とトラウトを守る会

金額（単位：円）科目


