
�

ৼஐὡ৽ਕ� вሷ൩�

�

ৼஐὡ৽ὠ൳Ὕ⎦⏤ৼஐὢ৽Ὗ൳ὟὝ⏙⏂�

ᅪ࣯ᴊֿܳ࿇ྤ؈э� ဗၟী⏃␘⏶␘⏭ࣥ⏦Ѹ�

�

�

��вࣳ೦ᮌ�

є৽ਕ⏊̋ᮐ⏥э⏉᧤᧴ڥϾ⏭ރ⏦⏅⏄⏉␉⑇␔␥⏳␓␇⑃␀⏉ఊ ⏆ᱣ⎴⏦в̋ဗၟ

ী⏉ሃӆ՚⏆ᱣ⎴⏦в̋߈ޚ⏉э̎⏟ဗၟী⏆ᤊ⏧⏦࠴⎪⏉э̎⏆ী⎧эᱝ⏆Ё⎣⏦

⎦⎰⏟ҰӦ⏭Ѻ⎣̋ဗၟী⏭ଯ⎴⏦э̎⏉⏭ਉ⎭⏦⎮⏃⏂̋␉⑇␔⏉ఊ ⏃ሃ⏉ӆ՚

⏆आЁ⎴⏦⎮⏃⏭ࣳ೦⎴⏦̌�

�

��в⏉ࣳ೦⏆ᱣ⎴⏦в�

ὔ�ὕ ᅪ࣯ᴊֿܳ࿇؈⏆Ҹ⏦в�

�ὕ�

�

�ὕ�

вڡ� ᮐ⏥э⏉᧤᧴ڥϾ⏭ރ⏦⎺⏜⏉ᐗீѸ̋ᖺѸᐴ⏉᱘Ԑ�

вթऀ�
ਉ⎪ױٳᗑ⏭ཬ⏜Ὧὒ⏉රϏࣦ՚⏅ᮐ⏥⏉ྤϏ␉⑇␔

⏃⎲⏁ᤴ⏜⏤⏧⏦ਉߟ�

ࣳ೦Я࣯ഡ�
␘⏶␘␐⑇␣⑇ὣ൳ὢὔޕὕ�

⏽␉␖⏳⑃␀⏆ᱣ⎴⏦⏴⑃␘᱘Ԑ� ὤ൳Я࣯�

ࣳ೦Я࣯ߠ� Ὧὒعᱝ�

ઌвᗑ⏉Я࣯э� Ὕڡ�

�Я࣯э⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ Ѹ۬ٷ⏎ϸᚒױٳᗑ� � �ᎹਕڡЯ࣯ᗑὡὡױٳ

ಪ֫ᣚ᪱⏚ᵠ
��ժؾ ὢ�

вڡ� คթන⏉ᤋᖕ⏅⏄̋ᮐ⏥ߠሃ⏉ೇԎ⏆ᱣ⎴⏦в�

вթऀ� �ᤃв คթනᐴ⏉ׄғϏᢝӌϏᤋᖕ⎸⎲⏁౹ٲ�

ࣳ೦Я࣯ഡ�

ዬනᤋᖕ� ὡ൳Ὕᾪ�

ዬන౹ٻ� ὝὝ൳ὟὔὕᏕ᳙⏉ᅺୂ⏂ࠫ൦⎴⏦ڜߠ⎧⎝⏦�

ዬනғஐ� ὠ൳Џ⏆�

ࣳ೦Я࣯ߠ� Ὧὒعᱝ�

ઌвᗑ⏉Я࣯э� ὢڡ�

�Я࣯э⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ ဗၟী⏆ᤊ⏧⏦э̎�

ಪ֫ᣚ᪱⏚ᵠ
��ժؾ Ὗ�



� �ὕ�

� �

�ὕ�

�

�ὕ�

�

вڡ� ሃ᥊෨⏟ဎద⏅⏄̋ဗၟী⏉ሃӆ՚в�

вթऀ� ྔী⏉ဎదϏཥ᧴᥊෨�

ࣳ೦Я࣯ഡ�
ྔীဎద� ὣ൳ὣὔὕ�

ཥ᧴๛෨� ݽᎹਕ� �

ࣳ೦Я࣯ߠ� ဗၟীὔၣϾሶعᱝὕ�

ઌвᗑ⏉Я࣯э� Ὕڡ�

�Я࣯э⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ ဗၟী⏆ᤊ⏧⏦э̎҉߈ޚ⏎ٷཞ�

ಪ֫ᣚ᪱⏚ᵠ
��ժؾ Ὗ�

вڡ� Ḥ೮᧤၆⏉ӆᦚ⏆ᱣ⎴⏦в�

вթऀ�

Ṳಲ࿊в�

ূᣝᤃв� �

ኮዹٙಲ࿊�

ࣳ೦Я࣯ഡ�

ಲ࿊� ὡ൳ὢ�

ূᣝᤃ� ὡ൳ᾪὝ൳�

ኮዹٙಲ࿊� ὡ൳Џ�

ࣳ೦Я࣯ߠ� Ὧὒعᱝ�

ઌвᗑ⏉Я࣯э� ڡ�

�Я࣯э⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ ဗၟী⏆ᤊ⏧⏦э̎�

ಪ֫ᣚ᪱⏚ᵠ
��ժؾ ὠ�

вڡ� ဗၟী⏆ᱣ⎴⏦ଇٻߟϏଇߟҬ�

вթऀ�
�⎡⏅Ҭ⏭ᡪ⏉ߟ⑇ƟƱ⑇Ǝư⏂ଇ⏭ߟ⎲⎺ଇٻ

ဗၟী⏃␘⏶␘⏭ࣥ⏦Ѹ⏉࿇؈⏉՞ڼ�

ࣳ೦Я࣯ഡ�
⑇⑇␈ᑙᇗ� ὠ൳ᾪ� Ὕ৽�

ဗၟীଇ᩻ߟᤃ� ὡ൳ᾪὝ൳�

ࣳ೦Я࣯ߠ� ⑇ƟƱ⑇Ǝư�

ઌвᗑ⏉Я࣯э� ὠڡ�

�Я࣯э⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ Ѐᅪ࣯࠴⏉ϸᚒཞ�

ಪ֫ᣚ᪱⏚ᵠ
��ժؾ ὡ�



�

ὔὕ⎸⏉ћ⏉в�

�ὕ�

�

�ὕ�

�

вڡ� ᮐ⏥ߠሃ⏉ೇԎ⏆ᱣ⎴⏦в�

вթऀ� ၣϾሶ๔ໍᎈ⏓ױٳ�

ࣳ೦ഡ� ὡ൳Ὕ� אق �ഡ ��ֱᾪ� �

ࣳ೦ߠ� ๔ໍᎈѸߠ� ၣϾЏࣘෳ�

ઌвᗑ⏉Я࣯э� ὤڡ�

�эױٳ⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ Ѐᅪ࣯࠴⏉ϸᚒཞ�

ಪ֫ᮅᵠ
��ժؾ �

вڡ� ћݿҌт࿊в�

вթऀ� ћݿҌт࿊Ѹ�

ࣳ೦ഡ� �

ࣳ೦ߠ� �ߠᇔڛ

ઌвᗑ⏉Я࣯э� Ὕڡ�

�э⏎ٷނዒᗑदᦴ⏉ᑣپ �Ҍݿڛ Ὗڡ�

ಪ֫ᮅᵠ
��ժؾ Ὕ�



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 2,864,000
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 1,730,000 放流及び看板設置委託
監視及び情報掲載受託収入 934,000

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） 3,274,000
２経常支出の部

１管理費 433,000
会議費 10,000 会議賄
旅費交通費 100,000 フォーラム参加等
通信運搬費 40,000 切手、はがき等
振込手数料 10,000 郵便局振込手数料
諸謝金 5,000 会員証等作成謝礼
租税公課 0
会費負担金 15,000 サポートセンター会費外
事務消耗品 50,000 紙、インク等
会員用消耗品 150,000 ピンバッチ作成、ワッペン作成
交際費 5,000 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 3,130,000
競技会開催事業　 260,000 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 300,000 案内看板作成及び撤収等、
川の環境保全事業 30,000 河川清掃等賄・水生昆虫調査用器具等
魚族資源保護事業 2,040,000 ニジマス放流、監視事業
情報収集及び提供事業 500,000 コンピューター関係、情報掲載事業

経常支出合計（Ｂ） 3,563,000
経常収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） △ 289,000

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） △ 289,000
前期繰越収支差額（Ｇ） 433,159
次期繰越収支差額 （Ｆ）＋（Ｇ） 144,159

備考
１経常収入の部

１事業収入 1,530,000
放流事業委託収入 1,530,000 委託料

経常収入合計（Ａ） 1,530,000
２経常支出の部

１放流事業費 1,530,000
ニジマス購入 1,430,000 1100円×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） 1,530,000
経常収支差額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0

平成２５年度放流委託事業収支予算書

科目 金額（単位：円）

平成２５年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書
平成２５年４月１日～平成２６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


