
(単位：円）

収益事業 共益事業 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　⑴ 経常収益

　　　① 特定資産運用益 115,500 990 15,510 16,500 368,000 500,000 

　　　　特定資産受取利息 115,500 990 15,510 16,500 368,000 500,000 

　　　② 受取入会金 14,060,000 0 0 0 14,060,000 28,120,000 

　　　　受取入会金 14,000,000 0 0 0 14,000,000 28,000,000 

　　　　受取事務手数料 60,000 0 0 0 60,000 120,000 

　　　③ 受取会費 26,964,000 0 0 0 26,964,000 53,928,000 

　　受取会費 26,964,000 0 0 0 26,964,000 53,928,000 

　　　④ 事業収益 18,691,370 1,010,000 850,400 1,860,400 0 20,551,770 

　　　　受取研修受講料 80,000 0 0 0 0 80,000 

　　　　受取法定講習受講料 6,960,000 0 0 0 0 6,960,000 

　　　　岐阜県事務受託収益 1,087,370 0 0 0 0 1,087,370 

　　　　宅建試験業務受託収益 10,564,000 0 0 0 0 10,564,000 

　　　　頒布事業収益 0 0 200,000 200,000 0 200,000 

　　　　受取会館賃貸料 0 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000 

　　　　保証協会事務受託収益 0 0 650,400 650,400 0 650,400 

　　　⑤ 雑収益 131,000 0 582,000 582,000 2,950 715,950 

　　　　受取利息 0 0 0 0 1,650 1,650 

　　　　雑収益 131,000 0 582,000 582,000 1,300 714,300 

　　　経常収益計 59,961,870 1,010,990 1,447,910 2,458,900 41,394,950 103,815,720 

　　⑵ 経常費用

　　　① 事業費 86,364,649 480,747 14,936,830 15,417,577 101,782,226 

　　　　給料手当 27,972,691 239,766 3,756,333 3,996,099 31,968,790 

　　　　退職給付費用 1,769,600 15,168 237,632 252,800 2,022,400 

　　　　法定福利費 4,042,841 34,653 542,896 577,549 4,620,390 

　　　　福利厚生費 377,860 3,239 50,741 53,980 431,840 

　　　　会議費 1,574,600 0 2,227,400 2,227,400 3,802,000 

　　　　会場費 2,674,660 0 0 0 2,674,660 

　　　　旅費交通費 5,676,500 0 140,000 140,000 5,816,500 

　　　　通信運搬費 3,908,580 17,937 605,013 622,950 4,531,530 

　　　　減価償却費 939,957 8,057 126,222 134,279 1,074,236 

　　　　頒布原価 0 0 200,000 200,000 200,000 

　　　　消耗什器備品費 210,000 1,800 28,200 30,000 240,000 

　　　　消耗品費 616,200 3,996 62,604 66,600 682,800 

　　　　広告費 5,499,500 0 0 0 5,499,500 

　　　　修繕費 350,000 3,000 47,000 50,000 400,000 

　　　　印刷費 4,700,000 900 849,600 850,500 5,550,500 

　　　　図書費 335,000 0 0 0 335,000 

　　　　水道光熱費 1,293,320 11,086 173,674 184,760 1,478,080 

　　　　賃借料 7,066,360 56,969 892,511 949,480 8,015,840 

　　　　保険料 152,800 1,224 20,176 21,400 174,200 

　　　　諸謝金 5,468,500 0 0 0 5,468,500 

　　　　事務機使用料 2,926,880 20,930 327,910 348,840 3,275,720 

　　　　租税公課 1,268,200 54,026 155,074 209,100 1,477,300 

　　　　事務所管理費 932,820 7,996 125,264 133,260 1,066,080 

　　　　支払負担金 5,209,480 0 4,341,080 4,341,080 9,550,560 

　　　　委託費 699,000 0 0 0 699,000 

　　　　雑費 699,300 0 27,500 27,500 726,800 

令和３年度収支予算書内訳表
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　　　② 管理費 36,059,958 36,059,958 

　　　　役員報酬 200,000 200,000 

　　　　給料手当 7,992,200 7,992,200 

　　　　退職給付費用 505,600 505,600 

　　　　法定福利費 1,155,100 1,155,100 

　　　　福利厚生費 107,960 107,960 

　　　　総会費 1,200,000 1,200,000 

　　　　理事会費 865,500 865,500 

　　　　諸会議費 9,143,800 9,143,800 

　　　　旅費交通費 1,350,000 1,350,000 

　　　　通信運搬費 740,400 740,400 

　　　　減価償却費 268,558 268,558 

　　　　消耗什器備品費 60,000 60,000 

　　　　消耗品費 133,200 133,200 

　　　　広告費 3,694,000 3,694,000 

　　　　修繕費 100,000 100,000 

　　　　印刷費 212,000 212,000 

　　　　図書費 260,000 260,000 

　　　　水道光熱費 369,520 369,520 

　　　　賃借料 1,898,960 1,898,960 

　　　　保険料 375,800 375,800 

　　　　諸謝金 679,000 679,000 

　　　　研修諸費 279,500 279,500 

　　　　慶弔表彰費 1,270,000 1,270,000 

　　　　事務機使用料 868,880 868,880 

　　　　租税公課 216,200 216,200 

　　　　事務所管理費 266,520 266,520 

　　　　渉外費 852,000 852,000 

　　　　雑費 995,260 995,260 

　　　経常費用計 86,364,649 480,747 14,936,830 15,417,577 36,059,958 137,842,184 

　　　当期経常増減額 △26,402,779 530,243 △13,488,920 △12,958,677 5,334,992 △34,026,464 

　２．経常外増減の部

　　⑴ 経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0 0 0 0 

　　⑵ 経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0 0 0 0 

　　　当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 

　　　他会計振替前
　　　当期一般正味財産増減額

△26,402,779 530,243 △13,488,920 △12,958,677 5,334,992 △34,026,464 

　　　他会計振替額 179,961 △179,961  △179,961   

　　　当期一般正味財産増減額 △26,222,818 350,282 △13,488,920 △13,138,638 5,334,992 △34,026,464 

　　　一般正味財産期首残高 265,900,000 

　　　一般正味財産期末残高 231,873,536 

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 

　　　指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 

　　　指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 

Ⅲ　正味財産期末残高 231,873,536 

（１）資金調達の見込みについて
　　当期中における借入れの予定……なし

（２）設備投資の見込みについて
　　当期中における重要な設備投資の予定……なし

資金調達及び設備投資の見込み
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで



資金収支

		報告事項３ ホウコクジコウ		令和３年度収支予算の件 レイワネンドシュウシヨサンケン

		令和３年度収支予算書【資金ベース】 レイワネンドシュウシヨサンショシキン

		令和３年４月１日から令和４年３月31日まで レイワネンガツニチレイワネンガツニチ

												(単位：円） タンイエン

		科　　　　　目				予　算　額		前年度予算額 ゼンネンドヨサンガク		増　　　減 ゾウゲン		備　　　　　考

		Ⅰ　事業活動収支の部 ジギョウカツドウシュウシブ

		１．事業活動収入 ジギョウカツドウシュウニュウ

		⑴ 特定資産運用収入				500,000		500,000		0

		特定資産利息収入				500,000		500,000		0		預金利息等 ヨキンリソクトウ

		⑵ 入会金収入				28,120,000		28,120,000		0

		入会金収入				28,000,000		28,000,000		0		主たる事務所 1,000,000円×25名
従たる事務所   750,000円× 4名 シュジムショエンメイジュウジムショエンメイ

		事務手数料収入				120,000		120,000		0		主たる事務所 　 40,000円× 3名 シュジムショエンメイ

		⑶ 会費収入				53,928,000		66,930,000		△ 13,002,000		主たる事務所 48,000円×985名
従たる事務所 48,000円×124名 
新規入会29名 ニュウカイ

		会費収入				53,928,000		66,930,000		△ 13,002,000

		⑷ 事業収入				20,551,770		21,490,450		△ 938,680

		研修受講料収入 ケンシュウジュコウリョウ				80,000		80,000		0		基礎教育研修テキスト代 キソキョウイクケンシュウダイ

		法定講習受講料収入 ホウテイコウシュウジュコウリョウ				6,960,000		7,800,000		△ 840,000		８回開催 12,000円×580名 エンメイ

		岐阜県事務受託収入 ギフケン				1,087,370		1,186,350		△ 98,980		宅地建物取引士証作成交付事務
講習受講580名、新規交付189名 タクチタテモノトリヒキシショウサクセイコウフジムコウシュウジュコウメイシンキコウフメイ

		宅建試験業務受託収入 タッケン				10,564,000		10,564,000		0		受験申込者2,300名 ジュケンモウシコミシャメイ

		頒布事業収入				200,000		200,000		0		業者票等 ギョウシャヒョウトウ

		会館賃貸料収入 カイカンチンタイリョウシュウニュウ				1,010,000		1,010,000		0		事務室賃貸料等 ジムシツチンタイリョウトウ

		保証協会事務受託収入				650,400		650,100		300		入会事務・会費徴収事務 ニュウカイジム

		⑸ 雑収入				715,950		715,950		0

		受取利息収入				1,650		1,650		0		預金利息 ヨキンリソク

		雑収入				714,300		714,300		0		宅建賠集金事務手数料、各種斡旋手数料等 タッケンバイシュウキンジムテスウリョウカクシュアッセンテスウリョウトウ

		事業活動収入計				103,815,720		117,756,400		△ 13,940,680

		２．事業活動支出

		⑴ 事業費支出				98,685,590		104,716,740		△ 6,031,150

		① 消費者保護事業支出 ショウヒシャホゴ				8,159,790		8,186,330		△ 26,540

		消費者保護委員会費支出 ショウヒシャホゴ				77,500		77,500		0		４回開催 カイカイサイ

		無料相談業務費支出 ギョウム				5,160,160		5,218,000		△ 57,840		不動産無料相談、相談員研修会、相談所案内広告 フドウサンムリョウソウダンソウダンインケンシュウカイソウダンショアンナイコウコク

		消費者セミナー費支出 ショウヒシャシシュツ				500,000		500,000		0		消費者向けセミナー ショウヒシャム

		法令遵守指導業務費支出 ホウレイジュンシュシドウギョウムヒシシュツ				2,422,130		2,390,830		31,300		巡回調査、東海不動産公正取引協議会運営費 ジュンカイチョウサトウカイフドウサンコウセイトリヒキキョウギカイウンエイヒ

		② 情報提供事業費支出 ジョウホウテイキョウ				12,392,860		11,256,140		1,136,720

		情報提供委員会費支出 ジョウホウテイキョウシシュツ				90,500		90,500		0		４回開催 カイカイサイ

		情報サイト運営費支出 ジョウホウウンエイヒシシュツ				2,368,560		1,366,040		1,002,520		ハトマークサイト岐阜運営費 ギフウンエイ

		流通促進業務費支出 ソクシンギョウムシシュツ				5,158,800		5,183,600		△ 24,800		レインズ運営費、ＩＴ研修会等 ウンエイヒケンシュウカイトウ

		広報情報提供業務費支出 シジョウホウテイキョウギョウムシシュツ				4,130,000		3,971,000		159,000		宅建ぎふ発行費、税制解説書等 タッケンハッコウヒゼイセイカイセツショトウ

		調査研究業務費支出 チョウサケンキュウギョウムシシュツ				645,000		645,000		0		不動産市況ＤＩ調査 フドウサンシキョウチョウサ

		③ 人材育成事業費支出 ジンザイイクセイ				14,920,800		14,989,900		△ 69,100

		人材育成委員会費支出 ジンザイイクセイ				77,500		77,500		0		４回開催 カイカイサイ

		研修業務費支出 ギョウム				3,315,300		3,381,400		△ 66,100		業務研修会、基礎教育研修会、支部研修会 ギョウムケンシュウカイシブケンシュウカイ

		法定講習業務費支出 ホウテイコウシュウギョウム				4,861,000		4,976,000		△ 115,000		８回開催

		宅建試験業務費支出 タッケンシケンギョウム				6,667,000		6,555,000		112,000		試験会場使用料、試験監督費等 シケンカイジョウシヨウリョウシケンカントクヒトウ

		④ 組織事業費支出 ソシキジギョウヒシシュツ				8,100,000		8,851,200		△ 751,200

		会員支援業務費支出 カイインシエンギョウムヒシシュツ				2,645,500		3,325,500		△ 680,000		不動産手帳、免許更新案内、支部新年互礼会費等 フドウサンテチョウメンキョコウシンアンナイシブシンネンゴレイカイカイヒトウ

		頒布業務費支出 ハンプギョウムヒシシュツ				235,000		235,000		0		頒布品仕入 ハンプヒンシイレ

		入会審査業務費支出 ニュウカイシンサギョウムヒシシュツ				883,900		980,300		△ 96,400		入会審査 ニュウカイシンサ

		支払負担金支出 シハライフタンキンシシュツ				4,335,600		4,310,400		25,200		全宅連会費、中部地区連絡会会費等 ゼンタクレンカイヒチュウブチクレンラクカイカイヒトウ

		⑤ 事業人件費支出 ジギョウジンケンヒシシュツ				37,021,020		36,431,990		589,030

		給料手当支出 キュウリョウテアテシシュツ				31,968,790		31,485,310		483,480		事業部門従事職員分 ジギョウブモンジュウジショクインブン

		法定福利費支出 ホウテイフクリヒシシュツ				4,620,390		4,514,840		105,550		事業部門従事職員社会保険料事業主負担分 ジギョウブモンジュウジショクインシャカイホケンリョウジギョウヌシフタンブン

		福利厚生費支出 フクリコウセイヒシシュツ				431,840		431,840		0		事業部門従事職員福利厚生費 ジギョウブモンジュウジショクインフクリコウセイヒ

		⑥ 事業経費支出 ジギョウケイヒシシュツ				18,091,120		25,001,180		△ 6,910,060

		旅費交通費支出 シシュツ				638,500		628,500		10,000		行政・関係団体会議出席旅費等 ギョウセイカンケイダンタイカイギシュッセキリョヒトウ

		通信運搬費支出				2,391,600		2,278,800		112,800		電話料､郵便料等 デンワリョウユウビンリョウトウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				240,000		240,000		0		少額備品 ショウガクビヒン

		消耗品費支出				532,800		540,800		△ 8,000		事務用品等 ジムヨウヒントウ

		修繕費支出				400,000		7,440,000		△ 7,040,000		会館・支部事務所修繕 カイカンシブジムショシュウゼン

		印刷費支出				120,000		120,000		0		諸用紙等 ショヨウシトウ

		水道光熱費支出				1,478,080		1,485,440		△ 7,360		電気、ガス、下水道料 デンキゲスイドウリョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				7,595,840		7,595,840		0		支部事務所賃借料等 シブジムショチンシャクリョウトウ

		保険料支出 ホケンリョウ				163,200		155,200		8,000		会館火災保険料等 カイカンカサイホケンリョウトウ

		事務機使用料支出				2,790,720		2,790,720		0		複合機リース料等 フクゴウキリョウトウ

		租税公課支出				674,300		659,800		14,500		固定資産税、消費税等 コテイシサンゼイショウヒゼイトウ

		事務所管理費支出 ジムショカンリヒシシュツ				1,066,080		1,066,080		0		会館警備保障費等 カイカンケイビホショウヒトウ

		⑵ 管理費支出 カンリ				35,285,800		37,242,740		△ 1,956,940

		① 管理人件費支出 シシュツ				9,455,260		9,308,000		147,260

		役員報酬支出 ヤクインホウシュウシシュツ				200,000		200,000		0		員外監事報酬 インガイカンジホウシュウ

		給料手当支出 シシュツ				7,992,200		7,871,330		120,870		管理部門従事職員分 カンリブモンジュウジショクインブン

		法定福利費支出 ホウテイフクリシシュツ				1,155,100		1,128,710		26,390		管理部門従事職員社会保険料事業主負担分 カンリブモンジュウジショクインシャカイホケンリョウジギョウヌシフタンブン

		福利厚生費支出 シシュツ				107,960		107,960		0		管理部門従事職員福利厚生費 カンリブモンジュウジショクインフクリコウセイヒ

		② 会議費支出 シシュツ				11,209,300		11,373,500		△ 164,200

		総会費支出 シシュツ				1,200,000		1,200,000		0		会場費､資料費等

		理事会費支出 シシュツ				865,500		865,500		0		５回開催 カイカイサイ

		常任理事会費支出 シシュツ				290,500		290,500		0		８回開催

		支部総会費支出 シブソウカイシシュツ				2,976,000		3,033,000		△ 57,000		会場費､資料費等

		幹事会費支出 カンジカイヒシシュツ				3,428,500		3,430,000		△ 1,500		支部幹事会 シブカンジカイ

		監査会費支出 カンサカイヒシシュツ				428,300		432,700		△ 4,400		本支部監査会 ホンシブカンサカイ

		総務委員会費支出 ソウムイインカイヒシシュツ				99,000		99,000		0		６回開催 カイカイサイ

		財務委員会費支出 ザイムイインカイヒシシュツ				79,500		79,500		0		６回開催 カイカイサイ

		その他会議費支出 シシュツ				1,842,000		1,943,300		△ 101,300		正副会長会議、支部長会議、諸会議費 シブチョウカイギショカイギヒ

		③ 管理経費支出 ケイヒ				14,621,240		16,561,240		△ 1,940,000

		旅費交通費支出 シシュツ				1,350,000		1,350,000		0		関係団体会議出席旅費等 カンケイダンタイカイギシュッセキリョヒトウ

		通信運搬費支出				740,400		712,200		28,200		電話料､郵便料等 デンワリョウユウビンリョウトウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				60,000		60,000		0		少額備品 ショウガクビヒン

		消耗品費支出				133,200		135,200		△ 2,000		事務用品等 ジムヨウヒントウ

		広告費支出 コウコク				3,694,000		3,690,000		4,000		新聞・テレビ広告等 シンブンコウコクトウ

		修繕費支出				100,000		1,860,000		△ 1,760,000		会館・支部事務所修繕 カイカンシブジムショシュウゼン

		印刷費支出				212,000		212,000		0		諸用紙等 ショヨウシトウ

		図書費支出 シシュツ				260,000		260,000		0		新聞購読料、書籍購入費等 シンブンコウドクリョウショセキコウニュウヒトウ

		水道光熱費支出				369,520		371,360		△ 1,840		電気、ガス、下水道料 デンキゲスイドウリョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				1,898,960		1,898,960		0		支部事務所賃借料等 シブジムショチンシャクリョウトウ

		保険料支出 ホケンリョウ				375,800		385,300		△ 9,500		役員傷害補償保険料、会館火災保険料等 ヤクインショウガイホショウホケンリョウカイカンカサイホケンリョウトウ

		諸謝金支出 ショシャキン				679,000		679,000		0		弁護士・税理士等謝金 ベンゴシゼイリシトウシャキン

		研修諸費支出				279,500		279,500		0		役職員研修会 ヤクショクインケンシュウカイ

		慶弔表彰費支出 ヒョウショウ				1,270,000		1,520,000		△ 250,000		弔慰見舞金、供花代等 チョウイミマイキンキョウカダイトウ

		事務機使用料支出				868,880		868,880		0		複合機リース料等 フクゴウキリョウ

		租税公課支出				216,200		216,200		0		県市民税、固定資産税等 イチコテイシサンゼイトウ

		事務所管理費支出 ジムショカンリヒシシュツ				266,520		266,520		0		会館警備保障費等 カイカンケイビホショウヒトウ

		渉外費支出				852,000		852,000		0		対外交際費 タイガイコウサイヒ

		雑支出				995,260		944,120		51,140		振込手数料等 フリコミテスウリョウトウ

		事業活動支出計 ジギョウカツドウシシュツケイ				133,971,390		141,959,480		△ 7,988,090

		事業活動収支差額 ジギョウカツドウシュウシサガク				△ 30,155,670		△ 24,203,080		△ 5,952,590

		Ⅱ　投資活動収支の部 トウシカツドウシュウシブ

		１．投資活動収入 トウシカツドウシュウニュウ

		⑴ 特定資産取崩収入 トクテイシサントリクズシシュウニュウ				500,000		5,000,000		△ 4,500,000

		建物修繕積立資産取崩収入 タテモノシュウゼンツミタテシサントリクズシシュウニュウ				0		5,000,000		△ 5,000,000

		建物附属設備購入積立資産取崩収入 タテモノフゾクセツビコウニュウツミタテシサントリクズシシュウニュウ				500,000		0		500,000

		⑵ 特定資産受入収入 トクテイシサンウケイレシュウニュウ				672,000		567,000		105,000

		退職給付引当資産受入収入 タイショクキュウフヒキアテシサンウケイレシュウニュウ				672,000		567,000		105,000		保証協会岐阜本部等より受入 ホショウキョウカイギフホンブトウウケイレ

		投資活動収入計				1,172,000		5,567,000		△ 4,395,000

		２．投資活動支出 トウシカツドウシシュツ

		⑴ 特定資産取得支出 トクテイシサンシュトクシシュツ				4,700,000		4,200,000		500,000

		退職給付引当資産取得支出 タイショクキュウフヒキアテシサン				3,200,000		2,700,000		500,000

		OA機器更新積立資産取得支出 キキコウシンツミタテシサン				1,500,000		1,500,000		0

		⑵ 固定資産取得支出 コテイシサンシュトクシシュツ				1,100,000		300,000		800,000

		建物附属設備取得支出 タテモノフゾクセツビシュトク				800,000		0		800,000		給水ポンプ取替 キュウスイトリカエ

		什器備品取得支出 ジュウキビヒンシュトク				300,000		300,000		0

		投資活動支出計				5,800,000		4,500,000		1,300,000

		投資活動収支差額 トウシカツドウシュウシサガク				△ 4,628,000		1,067,000		△ 5,695,000

		Ⅲ　財務活動収支の部 ザイムカツドウシュウシブ

		１．財務活動収入 ザイムカツドウシュウニュウ

		財務活動収入計				0		0		0

		２．財務活動支出 ザイムカツドウシシュツ

		財務活動支出計				0		0		0

		財務活動収支差額 ザイムカツドウシュウシサガク				0		0		0

		Ⅳ　予備費支出 ヨビヒシシュツ				10,181,300		10,197,100		△ 15,800

		当期収支差額 シュウシサガク				△ 44,964,970		△ 33,333,180		△ 11,631,790

		前期繰越収支差額 ゼンキクリコシシュウシ				47,400,000		41,600,000		5,800,000

		次期繰越収支差額				2,435,030		8,266,820		△ 5,831,790

		（注）１．借入金限度額　　0円 チュウ

		　　　２．債務負担額　 　 0円





正味内訳

		令和３年度収支予算書内訳表 レイワネンドドシュウシヨサンショウチワケ

		令和３年４月１日から令和４年３月31日まで ネンガツニチレイワネンガツニチ

														(単位：円） タンイエン

		科　　　　　目		公益目的
事業会計 コウエキモクテキジギョウカイケイ		収益事業等会計 シュウエキジギョウトウカイケイ						法人会計 ホウジンカイケイ		合　計 アケイ

						収益事業 シュウエキジギョウ		共益事業 キョウエキジギョウ		小計 ショウケイ

		Ⅰ　一般正味財産増減の部 イッパンショウミザイサンゾウゲンブ

		　１．経常増減の部 ケイジョウゾウゲンブ

		　　⑴ 経常収益 ケイジョウシュウエキ

		　　　① 特定資産運用益 エキ		115,500		990		15,510		16,500		368,000		500,000

		　　　　特定資産受取利息 ウケトリ		115,500		990		15,510		16,500		368,000		500,000

		　　　② 受取入会金 ウケトリ		14,060,000		0		0		0		14,060,000		28,120,000

		　　　　受取入会金 ウケトリ		14,000,000		0		0		0		14,000,000		28,000,000

		　　　　受取事務手数料 ウケトリ		60,000		0		0		0		60,000		120,000

		　　　③ 受取会費 ウケトリ		26,964,000		0		0		0		26,964,000		53,928,000

		　　受取会費 ウケトリ		26,964,000		0		0		0		26,964,000		53,928,000

		　　　④ 事業収益 シュウエキ		18,691,370		1,010,000		850,400		1,860,400		0		20,551,770

		　　　　受取研修受講料 ウケトリケンシュウジュコウリョウ		80,000		0		0		0		0		80,000

		　　　　受取法定講習受講料 ウケトリホウテイコウシュウジュコウリョウ		6,960,000		0		0		0		0		6,960,000

		　　　　岐阜県事務受託収益 ギフケンシュウエキ		1,087,370		0		0		0		0		1,087,370

		　　　　宅建試験業務受託収益 タッケンシュウエキ		10,564,000		0		0		0		0		10,564,000

		　　　　頒布事業収益 ジギョウシュウエキ		0		0		200,000		200,000		0		200,000

		　　　　受取会館賃貸料 ウケトリカイカンチンタイリョウ		0		1,010,000		0		1,010,000		0		1,010,000

		　　　　保証協会事務受託収益 シュウエキ		0		0		650,400		650,400		0		650,400

		　　　⑤ 雑収益 エキ		131,000		0		582,000		582,000		2,950		715,950

		　　　　受取利息		0		0		0		0		1,650		1,650

		　　　　雑収益 エキ		131,000		0		582,000		582,000		1,300		714,300

		　　　経常収益計 ケイジョウシュウエキ		59,961,870		1,010,990		1,447,910		2,458,900		41,394,950		103,815,720

		　　⑵ 経常費用 ケイジョウヒヨウ

		　　　① 事業費 ジギョウヒ		86,364,649		480,747		14,936,830		15,417,577				101,782,226

		　　　　給料手当 キュウリョウテア		27,972,691		239,766		3,756,333		3,996,099				31,968,790

		　　　　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		1,769,600		15,168		237,632		252,800				2,022,400

		　　　　法定福利費 ホウテイフクリヒ		4,042,841		34,653		542,896		577,549				4,620,390

		　　　　福利厚生費 フクリコウセイヒ		377,860		3,239		50,741		53,980				431,840

		　　　　会議費 カイギヒ		1,574,600		0		2,227,400		2,227,400				3,802,000

		　　　　会場費 カイジョウヒ		2,674,660		0		0		0				2,674,660

		　　　　旅費交通費 リョヒコウツウヒ		5,676,500		0		140,000		140,000				5,816,500

		　　　　通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		3,908,580		17,937		605,013		622,950				4,531,530

		　　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		939,957		8,057		126,222		134,279				1,074,236

		　　　　頒布原価 ハンプゲンカ		0		0		200,000		200,000				200,000

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウジュウキビヒンヒ		210,000		1,800		28,200		30,000				240,000

		　　　　消耗品費 ショウモウヒンヒ		616,200		3,996		62,604		66,600				682,800

		　　　　広告費 コウコクヒ		5,499,500		0		0		0				5,499,500

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ		350,000		3,000		47,000		50,000				400,000

		　　　　印刷費 インサツヒ		4,700,000		900		849,600		850,500				5,550,500

		　　　　図書費 トショヒ		335,000		0		0		0				335,000

		　　　　水道光熱費 スイドウコウネツヒ		1,293,320		11,086		173,674		184,760				1,478,080

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ		7,066,360		56,969		892,511		949,480				8,015,840

		　　　　保険料 ホケンリョウ		152,800		1,224		20,176		21,400				174,200

		　　　　諸謝金 ショシャキン		5,468,500		0		0		0				5,468,500

		　　　　事務機使用料 ジムキシヨウリョウ		2,926,880		20,930		327,910		348,840				3,275,720

		　　　　租税公課 ソゼイコウカ		1,268,200		54,026		155,074		209,100				1,477,300

		　　　　事務所管理費 ジムショカンリヒ		932,820		7,996		125,264		133,260				1,066,080

		　　　　支払負担金 シハラフタンキン		5,209,480		0		4,341,080		4,341,080				9,550,560

		　　　　委託費 イタクヒ		699,000		0		0		0				699,000

		　　　　雑費 ザッピ		699,300		0		27,500		27,500				726,800

		　　　② 管理費 カンリ										36,059,958		36,059,958

		　　　　役員報酬 ヤクインホウシュウ										200,000		200,000

		　　　　給料手当										7,992,200		7,992,200

		　　　　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ										505,600		505,600

		　　　　法定福利費 ホウテイフクリ										1,155,100		1,155,100

		　　　　福利厚生費										107,960		107,960

		　　　　総会費										1,200,000		1,200,000

		　　　　理事会費										865,500		865,500

		　　　　諸会議費 ショカイギ										9,143,800		9,143,800

		　　　　旅費交通費										1,350,000		1,350,000

		　　　　通信運搬費 ツウシンウンパンヒ										740,400		740,400

		　　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ										268,558		268,558

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウジュウキビヒンヒ										60,000		60,000

		　　　　消耗品費 ショウモウヒンヒ										133,200		133,200

		　　　　広告費 コウコク										3,694,000		3,694,000

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ										100,000		100,000

		　　　　印刷費 インサツヒ										212,000		212,000

		　　　　図書費										260,000		260,000

		　　　　水道光熱費										369,520		369,520

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ										1,898,960		1,898,960

		　　　　保険料 ホケンリョウ										375,800		375,800

		　　　　諸謝金 ショシャキン										679,000		679,000

		　　　　研修諸費										279,500		279,500

		　　　　慶弔表彰費 ヒョウショウ										1,270,000		1,270,000

		　　　　事務機使用料										868,880		868,880

		　　　　租税公課										216,200		216,200

		　　　　事務所管理費 ジムショカンリヒ										266,520		266,520

		　　　　渉外費										852,000		852,000

		　　　　雑費 ヒ										995,260		995,260

		　　　経常費用計 ケイジョウヒヨウケイ		86,364,649		480,747		14,936,830		15,417,577		36,059,958		137,842,184

		　　　当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△26,402,779		530,243		△13,488,920		△12,958,677		5,334,992		△34,026,464

		　２．経常外増減の部 ケイジョウガイゾウゲンブ

		　　⑴ 経常外収益 ケイジョウガイシュウエキ

		　　　経常外収益計		0		0		0		0		0		0

		　　⑵ 経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ

		　　　経常外費用計 ケイジョウケイ		0		0		0		0		0		0

		　　　当期経常外増減額 トウキケイジョウガイゾウゲンガク		0		0		0		0		0		0

		　　　他会計振替前
　　　当期一般正味財産増減額 タカイケイフリカエゼントウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△26,402,779		530,243		△13,488,920		△12,958,677		5,334,992		△34,026,464

		　　　他会計振替額 タカイケイフリカエガク		179,961		△179,961		0		△179,961		0		0

		　　　当期一般正味財産増減額 トウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△26,222,818		350,282		△13,488,920		△13,138,638		5,334,992		△34,026,464

		　　　一般正味財産期首残高 イッパンショウミザイサンキシュザンダカ												265,900,000

		　　　一般正味財産期末残高 イッパンショウミザイサンキマツザンダカ												231,873,536

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイショウミザイサンゾウゲンブ

		　　　当期指定正味財産増減額 トウキシテイショウミザイサンゾウゲンガク		0		0		0		0		0		0

		　　　指定正味財産期首残高 シテイショウミザイサンキシュザンダカ		0		0		0		0		0		0

		　　　指定正味財産期末残高 シテイショウミザイサンキマツザンダカ		0		0		0		0		0		0

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミザイサンキマツザンダカ												231,873,536

		収益事業から生じた利益繰入れ額＝［収益事業利益－法人会計×｛収益事業費 ／（公益事業費＋収益事業費+その他事業費）｝］×0.5 シュウエキジギョウリエキホウジンカイケイシュウエキジギョウヒコウエキジギョウヒシュウエキジギョウヒタジギョウヒ

				179,961

		資金調達及び設備投資の見込み

		令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

		（１）資金調達の見込みについて

		　　当期中における借入れの予定……なし

		（２）設備投資の見込みについて

		　　当期中における重要な設備投資の予定……なし





