
2019/12/31
期間：2020年1月1日～2020年12月31日
残高(2019.12.31現在)

¥159,229
¥2,317,426
¥5,988,770
¥8,465,425

¥144,000
¥368,083

¥8,241,342

収支 科目区分 科目 2020年度予算案 2019年度予算額 前年比 2019年度収入額 執行率
繰越 ¥8,241,342 ¥7,026,831 117.28%

入会一般 ¥325,000 ¥295,200 110.09% ¥380,000 128.73%
入会準 ¥20,000 0.00% ¥22,000 110.00%
入会金合計 ¥325,000 ¥315,200 103.11% ¥402,000 127.54%
一般会員 ¥2,639,000 ¥2,124,000 124.25% ¥2,391,000 112.57%
準会員 ¥104,000 ¥64,000 162.50% ¥60,000 93.75%
賛助会員 ¥40,000 ¥40,000 100.00% ¥20,000 50.00%
会友 ¥4,000 ¥4,000 100.00% ¥4,000 100.00%
公認スクール ¥3,360,000 ¥2,940,000 114.29% ¥3,150,000 107.14%
年会費合計 ¥6,147,000 ¥5,172,000 118.85% ¥5,625,000 108.76%
受取会費合計 ¥6,472,000 ¥5,487,200 117.95% ¥6,027,000 109.84%
検定受験料 ¥1,800,000 ¥1,328,400 135.50% ¥1,512,000 113.82%
事業収入 ¥580,000 ¥96,000 604.17% ¥23,000 23.96%
テキスト ¥450,000 ¥489,360 91.96% ¥750,000 153.26%
ワッペンステッカー ¥70,000 ¥8,900 786.52% ¥3,200 35.96%
その他 ¥0 ¥0 ¥0
事業収入合計 ¥2,900,000 ¥1,922,660 150.83% ¥2,288,200 119.01%
総会収入 ¥27,796
利息 ¥6
雑収入合計 ¥0 ¥27,802

¥9,372,000 ¥7,409,860 126.48% ¥8,343,002 112.59%

収支 科目区分 科目 2020年度予算案 2019年度予算額 前年比 2019年度執行額 執行率
宣伝広告 ¥350,000 ¥200,000 175.00% ¥355,000 177.50%
ＨＰ管理費 ¥450,000 ¥450,000 100.00% ¥319,440 70.99%
広告費合計 ¥800,000 ¥650,000 123.08% ¥674,440 103.76%
事務消耗品 ¥270,000 ¥200,000 135.00% ¥289,271 144.64%
顧問弁護士・公認会計士 ¥360,000 ¥450,000 80.00% ¥308,000 68.44%
事務局委託費 ¥1,350,000 ¥1,200,000 112.50% ¥1,208,000 100.67%
荷造運賃 ¥100,000 ¥100,000 100.00% ¥109,236 109.24%
通信費 ¥120,000 ¥120,000 100.00% ¥6,836 5.70%
事務局費合計 ¥2,200,000 ¥2,070,000 106.28% ¥1,921,343 92.82%
渉外業務 ¥500,000 ¥100,000 500.00% ¥710,162 710.16%
理事会費 ¥1,000,000 ¥1,000,000 100.00% ¥859,633 85.96%
理事会費合計 ¥1,500,000 ¥1,100,000 136.36% ¥1,569,795 142.71%
検定会費用 ¥1,986,000 ¥1,685,000 117.86% ¥1,728,895 102.61%
研修会費 ¥110,500 ¥0 ¥104,000 新規
普及啓発事業 ¥1,000,000 ¥0 新規
事業費合計 ¥3,096,500 ¥1,685,000 183.77% ¥1,832,895 108.78%
教育普及委員会 ¥300,000 ¥350,000 85.71% ¥185,500 53.00%
公認スクール委員会 ¥250,000 ¥250,000 100.00% ¥195,000 78.00%
安全委員会 ¥500,000 ¥100,000 500.00% ¥38,100 38.10%
広報委員会 ¥325,000 ¥120,000 270.83% ¥0 0.00%
環境委員会 ¥100,000 ¥100,000 100.00% ¥0 0.00%
SRP改訂部会 ¥1,000,000 ¥1,000,000 100.00% ¥0 0.00%
委員会費合計 ¥2,475,000 ¥1,920,000 128.91% ¥418,600 21.80%

保険料 ＪＳＣＡ保険 ¥12,530 ¥12,530 100.00% ¥12,530 100.00%
仕入 商品仕入れ ¥300,000 ¥300,000 100.00% ¥458,676 152.89%

諸会費 団体登録費 ¥140,000 ¥140,000 100.00% ¥120,000 85.71%
手数料 ¥25,000 ¥0 新規 ¥32,552 新規
雑費 ¥7,060 新規
雑費合計 ¥25,000 ¥140,000 17.86% ¥39,612 28.29%

¥50,000 ¥52,000 96.15% ¥80,600 155.00%
¥10,599,030 ¥8,069,530 131.35% ¥7,128,491 88.34%

収支 備考
2020年度予算額
予備費・事故対策費
2020年度単年度収支 -1,227,030

繰越純資産

小口現金
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行当座
口座残高合計

未払い金
未収金

一般社団法人日本セーフティカヌーイング協会　2020年度予算案

備        考
繰越資産

収入

受取会費

60名増※準5名増・一本化

60名増
5名増
賛助会員+1目標

事業収入

研修＠4000×20、イベント50万

ワッペン＠700×100枚

雑収入

収入計

備　　　　考

支出

広告費
漕遊、カヌーワールド、Kayak
サーバー代含む

事務局費

モバイルプリンタ含む

集金委託費、アルバイト代

事務局回線利用料追加

理事会費
活動強化、連携深化

事業費

AI：3会場各3艇種、G：RG,SG
IT選定会、B検定員研修
フォーラム開催

委員会費
セーフティパドリング2020
各種パンフ、動画作成
ガイドライン作成、制度設計
印刷製本含む

ワッペン、テキスト等仕入

雑費
振込手数料

租税公課
支出計 ※事故対策費を除く

2020年度予算集計表

収入の部 支出の部

2021年度繰越予定 7,014,312

17,613,342 10,599,030
0

7,014,312
9,372,000 10,599,030


