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残高(2021.12.31現在) 収入 ¥10,736,795
小口現金 ¥8,362 未収金 ¥162,000 備考 繰越資産 支出 ¥9,956,420
ゆうちょ銀行 ¥5,810,893 ¥10,277,803 収支 ¥780,375
ゆうちょ銀行当座 ¥4,790,792 未払費用 ¥672,370 AI北九州、安全委員会

¥191,412 ライフカード ¥10,536 流動負債
合計 ¥10,801,459 預かり金 ¥2,750 ※テキスト代誤入金

収支 科目区分 科目 2023年度予算案 2022年度実績 前年実績比 備　　　考 2022年度予算額 2022年度収入額 達成率 60

繰越 ¥10,277,803 ¥9,465,428 109% ¥9,465,428 ¥9,465,428

入会一般 ¥500,000 ¥610,000 82% 100名入会 ¥500,000 ¥610,000 122.00%
一般会員 ¥4,725,000 ¥4,046,000 117% 純増数８０名 ¥4,284,000 ¥4,046,000 94.44%
準会員 ¥59,000 ¥52,000 113% 前年並み(3名増加) ¥59,000 ¥52,000 88.14%
賛助会員 ¥40,000 ¥20,000 200% 1会員増加 ¥40,000 ¥20,000 50.00%
会友 ¥4,000 ¥4,000 100% 2名増加 ¥4,000 ¥4,000 100.00%
正会員年会費 ¥3,600,000 ¥3,360,000 107% 60事業体目標 ¥3,660,000 ¥3,360,000 91.80%
年会費合計 ¥8,428,000 ¥7,482,000 113% ¥8,047,000 ¥7,482,000 92.98%
受取会費合計 ¥8,928,000 ¥8,092,000 110% ¥8,547,000 ¥8,092,000 94.68%
検定受験料 ¥2,916,000 ¥1,585,000 184% AI30名、G6名、SUPB30名 ¥2,256,000 ¥1,585,000 70.26%
事業収入 ¥1,082,000 ¥164,500 658% PSSM100名、CPR20名、B検10名、カンファレンス ¥660,000 ¥164,500 24.92%
事業収入合計 ¥3,998,000 ¥1,749,500 229% ¥2,916,000 ¥1,749,500 60.00%
テキスト ¥600,000 ¥659,450 91% ¥600,000 ¥659,450 109.91%
ワッペンステッカー ¥100,000 ¥40,578 246% ¥100,000 ¥40,578 40.58%
その他 ¥0 ¥100,000 0% ボートショー受託料 ¥0 ¥100,000
小計 ¥700,000 ¥810,028 86% ¥700,000 ¥810,028 115.72%

¥13,626,000 ¥10,651,528 128% 売上高合計 ¥12,163,000 ¥10,651,528 87.57%
立替送料 ¥85,221 0% 送料差額返金分 ¥85,221

¥0
利息 ¥35 ¥46 76% ¥46
小計 ¥35 ¥85,267 0% ¥85,267

¥13,626,035 ¥10,736,795 127% ¥12,163,000 ¥10,736,795 88.27%

収支 科目区分 科目 2023年度予算案 2022年度予算額 前年度比 備考 2022年度予算額 2022年度執行額 執行率
宣伝広告 ¥1,500,000 ¥1,000,000 150% 雑誌広告、パンフ作成、動画作成、商標登録 ¥1,000,000 ¥316,800 31.68%
ＨＰ管理費 ¥450,000 ¥450,000 100% HPリニューアル ¥450,000 ¥305,500 67.89%
広告費合計 ¥1,950,000 ¥1,450,000 134% ¥1,450,000 ¥622,300 42.92%
事務消耗品 ¥100,000 ¥100,000 100% 事務局使用消耗品 ¥100,000 ¥62,522 62.52%
顧問料 ¥500,000 ¥500,000 100% 弁護士、税理士、医療、マーケ、安全 ¥500,000 ¥410,000 82.00%
事務局委託費 ¥2,640,000 ¥1,980,000 133% 業務量反映に伴う増額 ¥1,980,000 ¥1,498,520 75.68%
事務局長費 ¥400,000 新規 監督経費、三役会議等出張費
荷造運賃 ¥100,000 ¥100,000 100% ¥100,000 ¥95,255 95.26%
通信費 ¥100,000 ¥36,000 278% 発送物増加に対応 ¥36,000 ¥123,156 342.10%
消耗品費 ¥250,000 ¥0 会員カード作成費、事業用消耗品 ¥0 ¥0 新規
リース料 ¥26,136 ¥26,136 100% 会計ソフト利用料 ¥26,136 ¥26,136
事務局費合計 ¥4,116,136 ¥2,742,136 150% ¥2,742,136 ¥2,215,589 80.80%
渉外業務 ¥800,000 ¥700,000 114% 海保、UMI協、官公庁、沖縄カヤックガイド協会他 ¥700,000 ¥288,865 41.27%
理事会費 ¥1,200,000 ¥1,200,000 100% 理事会2回、3役会議2回 ¥1,200,000 ¥636,661 53.06%
理事会費合計 ¥2,000,000 ¥1,900,000 105% ¥1,900,000 ¥925,526 48.71%
検定会費用 ¥2,500,000 ¥2,500,000 100% ¥2,500,000 ¥1,692,839 67.71%
研修会費 ¥706,000 ¥600,000 118% B検定員研修、JSCA-DAY 、CPR指導員講習 ¥600,000 ¥663,315 110.55%
普及啓発事業 ¥1,500,000 ¥700,000 214% PSSM2023100万、ボートショー他50万 ¥700,000 ¥556,947 79.56%
事業費合計 ¥4,706,000 ¥3,800,000 124% ¥3,800,000 ¥2,913,101 76.66%
教育普及委員会 ¥265,000 ¥265,000 100% ¥265,000 ¥100,000 37.74%
公認スクール委員会 ¥270,000 ¥270,000 100% ¥270,000 ¥214,000 79.26%
安全委員会 ¥200,000 ¥200,000 100% ¥200,000 ¥50,000 25.00%
広報委員会 ¥350,000 ¥350,000 100% 広報関連予備費含む ¥350,000 ¥90,800 25.94%
環境委員会 ¥300,000 ¥200,000 150% LNT互換内容精査、LNTトレーナークラス試行 ¥200,000 ¥20,000 10.00%
委員会費合計 ¥1,385,000 ¥1,285,000 108% ¥1,285,000 ¥474,800 36.95%

保険料 ＪＳＣＡ保険 ¥24,000 ¥24,000 100% 新保険料を反映 ¥24,000 ¥24,000 100.00%
諸会費 団体登録費 ¥190,000 ¥190,000 100% ¥190,000 ¥140,000 73.68%

手数料 ¥115,000 ¥115,000 100% 自動引落手数料等 ¥115,000 ¥72,973 63.45%
雑費 ¥2,000 ¥2,000 100% 2022年実績を反映 ¥2,000 ¥5,793 新規
雑費合計 ¥117,000 ¥117,000 100% ¥117,000 ¥78,766 67.32%

¥1,600,000 名称変更関連費 ¥1,600,000 ¥1,074,194 67.14%
¥500,000 事務局移転費 ¥500,000 ¥363,194 72.64%

¥2,100,000 ¥2,100,000 ¥1,437,388
¥80,000 ¥50,000 160% ¥50,000 ¥70,600 141.20%

¥14,568,136 ¥11,558,136 126% ¥11,558,136 ¥8,902,070 77.02%
仕入 商品仕入れ ¥500,000 ¥300,000 167% ステッカー、ワッペン、テキスト ¥300,000 ¥1,054,350 351.45%

未払金等 ¥0
¥15,068,136 ¥11,858,136 127% ¥11,858,136 ¥9,956,420 83.96%

収支
2023年度予算額
予備費・事故対策費
2023年度単年度収支 ¥-1,442,101

２０２２年度検定合格者
169 ※会員の受験を含む

２０２２年度新規入会者
87

２０２２年度資格喪失者
24

２０２２年度会員純増数
63

¥8,835,702

¥13,626,035 ¥15,068,136
¥0

¥8,835,702
¥13,626,035 ¥15,068,136

2024年度繰越予定

収入の部 支出の部

ロゴ公募、事務費用

租税公課 法人税増加
管理費合計

支出

ワッペン、テキスト等仕入

支出計 ※事故対策費を除く

2023年度予算集計表

雑費
自動引き落とし手数料追加
残高証明書発行手数料

委員会費

※仕訳変更

事業費
総会費含む

理事会費
活動強化、連携深化

※ZOOMアカウント含む

事務局費

ほまれの家、監事

事務局回線
バナー代

収入

雑収入

備　　　　考

広告費
漕遊、カヌーワールド、Kayak
サーバー代含む

収入計

事業収入

売上

営業外費用

繰越負債
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2022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

繰越資産集計

収入

受取会費

100名増加
5名増


