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残高(2021.12.31現在) 収入 ¥9,209,181
小口現金 ¥117,754 支出 ¥8,821,372
ゆうちょ銀行 ¥4,828,129 収支 ¥387,809
ゆうちょ銀行当座 ¥3,594,945

¥924,600
合計 ¥9,465,428

収支 科目区分 科目 2022年度予算案 備　　　考 2021年度予算額 前年比 2021年度収入額 執行率

繰越 ¥9,465,428 ¥9,077,619 104.27% ¥9,077,619

入会一般 ¥500,000 100名入会 ¥500,000 100.00% ¥417,000 83.40%
入会金合計 ¥500,000 ¥500,000 100.00% ¥417,000 83.40%
一般会員 ¥4,284,000 100名増20名喪失(612名) ¥3,339,000 128.30% ¥2,884,000 86.37%
準会員 ¥59,000 前年並み ¥104,000 56.73% ¥59,000 56.73%
賛助会員 ¥40,000 1会員増加 ¥40,000 100.00% ¥20,000 50.00%
会友 ¥4,000 2名増加 ¥4,000 100.00% ¥4,000 100.00%
公認スクール ¥3,660,000 5スクール増加（61事業体） ¥2,540,000 144.09% ¥2,467,000 97.13%
年会費合計 ¥8,047,000 ¥6,027,000 133.52% ¥5,434,000 90.16%
受取会費合計 ¥8,547,000 ¥6,527,000 130.95% ¥5,851,000 89.64%
検定受験料 ¥2,256,000 AI30名、G6名、SUPB20名 ¥2,580,000 87.44% ¥2,020,000 78.29%
事業収入 ¥660,000 会員研修、検定員研修、UMI協議会 ¥560,000 117.86% ¥791,500 141.34%
事業収入合計 ¥2,916,000 ¥3,140,000 92.87% ¥2,811,500 89.54%
テキスト ¥600,000 ¥450,000 133.33% ¥441,650 98.14%
ワッペンステッカー ¥100,000 ¥70,000 142.86% ¥800 1.14%
その他 ¥0 ¥0 ¥18,630
小計 ¥700,000 ¥520,000 134.62% ¥461,080 88.67%

¥12,163,000 ¥10,187,000 119.40% ¥9,123,580 89.56%
総会収入/運賃差額 ¥4,647
手数料 ¥80,919
利息 ¥35 ¥35
小計 ¥35 ¥85,601

¥12,163,035 ¥10,187,000 119.40% ¥9,209,181 90.40%

収支 科目区分 科目 2022年度予算案 備考 2021年度予算額 前年比 2021年度執行額 執行率
宣伝広告 ¥1,000,000 雑誌広告、パンフ作成、動画作成 ¥350,000 285.71% ¥650,400 185.83%
ＨＰ管理費 ¥450,000 HPリニューアル ¥450,000 100.00% ¥329,700 73.27%
広告費合計 ¥1,450,000 ¥800,000 181.25% ¥980,100 122.51%
事務消耗品 ¥100,000 ¥270,000 37.04% ¥146,378 54.21%
顧問料 ¥500,000 弁護士、税理士、医療、マーケ、安全 ¥420,000 119.05% ¥410,000 97.62%
事務局委託費 ¥1,980,000 外部委託 ¥1,350,000 146.67% ¥1,263,000 93.56%
荷造運賃 ¥100,000 ¥100,000 100.00% ¥143,434 143.43%
通信費 ¥36,000 協会携帯電話 ¥120,000 30.00% ¥113,058 94.22%
消耗品費 ¥0 #DIV/0! ¥22,000 新規
リース料 ¥26,136 会計ソフト利用料 ¥26,134 ¥26,136
事務局費合計 ¥2,742,136 ¥2,286,134 119.95% ¥2,124,006 92.91%
渉外業務 ¥700,000 海保、UMI協、官公庁 ¥500,000 140.00% ¥390,878 78.18%
理事会費 ¥1,200,000 理事会2回、3役会議2回 ¥1,000,000 120.00% ¥1,165,550 116.56%
理事会費合計 ¥1,900,000 ¥1,500,000 126.67% ¥1,556,428 103.76%
検定会費用 ¥2,500,000 ¥3,100,000 80.65% ¥2,575,052 83.07%
研修会費 ¥600,000 B検定員研修、JSCA-DAY 他 ¥600,000 100.00% ¥562,202 93.70%
普及啓発事業 ¥700,000 PSSM2022、ボートショー ¥1,000,000 70.00% 0.00%
事業費合計 ¥3,800,000 ¥4,700,000 80.85% ¥3,137,254 66.75%
教育普及委員会 ¥265,000 ¥300,000 88.33% ¥124,000 41.33%
公認スクール委員会 ¥270,000 ¥270,000 100.00% ¥253,000 93.70%
安全委員会 ¥200,000 ¥250,000 80.00% ¥50,000 20.00%
広報委員会 ¥350,000 ¥250,000 140.00% ¥108,618 43.45%
環境委員会 ¥200,000 ¥100,000 200.00% ¥50,000 50.00%
委員会費合計 ¥1,285,000 ¥1,170,000 109.83% ¥585,618 50.05%

保険料 ＪＳＣＡ保険 ¥24,000 新保険料を反映 ¥24,000 100.00% ¥24,000 100.00%
諸会費 団体登録費 ¥190,000 新規登録費として3万追加 ¥190,000 100.00% ¥160,000 84.21%

手数料 ¥115,000 MiiT+導入 ¥70,000 新規 ¥71,530 102.19%
雑費 ¥2,000 2021年実績を反映 ¥2,000 ¥1,686 新規
雑費合計 ¥117,000 ¥72,000 162.50% ¥73,216 101.69%
名称変更関連費 ¥1,600,000 商標登録、HP、登記、バナー等 ¥100,750
事務局移転費 ¥500,000 引き継ぎ関連費

¥80,000 ¥50,000 160.00% ¥80,000 160.00%
¥13,688,136 ¥10,792,134 126.83% ¥8,821,372 81.74%

仕入 商品仕入れ ¥500,000 ステッカー、ワッペン、テキスト ¥300,000 166.67% 0.00%
未払金等

¥14,188,136 ¥11,092,134 127.91% ¥8,821,372 79.53%

収支 備考
2022年度予算額
予備費・事故対策費
2022年度単年度収支 ¥-2,025,101

2021年度繰越予定 ¥5,415,226

¥12,163,035 ¥14,188,136
¥7,440,327

¥12,163,035 ¥14,188,136

ワッペン、テキスト等仕入

支出計 ※事故対策費を除く

2022年度予算集計表

収入の部 支出の部

営業外費用
ロゴ公募、事務費用

租税公課 法人税増加
管理費合計

雑費
自動引き落とし手数料追加
残高証明書発行手数料

事業費
総会費含む

委員会費

事務局回線
バナー代
※仕訳変更

理事会費
活動強化、連携深化

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
早川先生増額
月額10万円、家賃含む、補助者

収入

雑収入

※月払い運賃割引分

収入計

事業収入

売上
ステッカー

収入

受取会費

100名増加
5名増
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2021年度収支集計

ジャパンネット銀行

備        考

繰越金
※繰越資産
未払い金


