
（単位：円）

備 考

(76,368,000) (76,590,000) (74,370,000)

(1) 定額会費収入 76,368,000 76,590,000 74,370,000  （注1）途中入会者10名退会者10名

(500,000) (500,000) (500,000)

(3) 入会金 500,000 500,000 500,000  50,000円×10名

(2,039,292) (3,217,317) (2,619,906)

(4) 登録事務交付金 80,000 97,000 80,000  8,000円×10名

(5) 雑収入 1,959,292 3,120,317 2,539,906  事務受託収入ほか(注2)

(574) (74) (574)

(6) 財調積立預金利息 574 74 574

(0) (0) (0)

(7) 財調積立預金取崩収入 0 0 0  財調積立預金取崩

78,907,866 80,307,391 77,490,480

19,092,134 19,092,134 16,509,520

98,000,000 99,399,525 94,000,000

 Ⅱ　支出の部

款 備 考

(Ⅰ) (24,250,000) (17,845,680) (21,100,000)

(一) 会議費 (7,100,000) (5,641,624) (5,400,000)

(1) 総会費 2,000,000 1,591,242 500,000  定時総会、臨時総会

(2) 理事会費 1,000,000 602,805 800,000  4回　

(3) 監査会費 100,000 63,179 100,000  2回

(4) 綱紀調査委員会費 1,000,000 432,700 1,000,000

(5) 委員会費 1,000,000 1,213,696 1,000,000  紛議調停委員会ほか（注3）

(6) 特別会議費 2,000,000 1,738,002 2,000,000  執行部会ほか（注4）

(二) 業務費 (12,250,000) (8,223,206) (10,800,000)

(7) 総務費 200,000 127,480 200,000

(8) 経理費 200,000 114,100 200,000

(9) 企画費 650,000 263,189 850,000  研修会,委員会等

(10) 広報費 4,800,000 3,575,661 3,500,000  （注5）

(11) 研修費 3,400,000 2,160,318 3,150,000  （注6）

(12) 市民事業費 3,000,000 1,982,458 2,900,000  （注7）

(三) 助成寄付金 (300,000) (300,000) (300,000)

(13) 助成金 300,000 300,000 300,000 リーガルサポートほか（注8）

(14) 寄付金 0 0 0

(四) 渉外費 (600,000) (388,850) (600,000)

(15) 会渉外費 600,000 388,850 600,000  士業連絡協議会ほか

(五) 慶弔費 (1,000,000) (619,660) (1,000,000)

(16) 慶弔費 1,000,000 619,660 1,000,000

(六) 損害賠償責任保険料 (3,000,000) (2,672,340) (3,000,000)

(17) 業務賠償責任保険料 3,000,000 2,672,340 3,000,000

(Ⅱ) (37,850,000) (32,671,445) (36,500,000)

(七) 事務所費 (1,150,000) (845,519) (1,000,000)

(18) 光熱水費 800,000 601,038 700,000

(19) 事務所費 350,000 244,481 300,000

(八) 事務費 (9,800,000) (7,247,923) (8,200,000)

　 入会金収入

事務費

　特定資産取崩収入

　 雑収入

一 般 会 計 収 支 予 算 書 

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

款及び項 目 元年度予算額 2年度予算額

 Ⅰ　収入の部

元年度決算額

　 会費収入

(B) 収入合計

(A) 当期収入合計

   　    前期繰越収支差額

　特定資産運用益

元年度予算額 2年度予算額

事業費

項 目 元年度決算額



(20) 通信費 2,000,000 1,356,317 1,500,000  電話、送料、ＦＡＸ一括送信

(21) 印刷費 1,500,000 1,255,466 1,500,000  総会資料等

(22) 消耗品費 1,000,000 260,438 500,000  事務機器など

(23) 修繕費 500,000 0 200,000  OA機器修繕など

(24) 支部事務費 4,300,000 4,143,600 4,200,000  （注9）

(25) 雑費 500,000 232,102 300,000  会費徴収手数料ほか

(九) 旅費交通費 (600,000) (208,450) (300,000)

(26) 一般旅費 600,000 208,450 300,000  総会オブザーバー出張手当ほか

(十) 人件費 (21,950,000) (21,897,998) (24,150,000)

(27) 役員手当 2,150,000 2,150,000    2,150,000  正副会長、部長、執行部理事

(28) 職員給与手当 16,000,000 15,988,733 18,000,000

(29) 福利厚生費 3,800,000 3,759,265 4,000,000  社会・労働保険料、退職共済

(十一) 備品費 (4,350,000) (2,471,555) (2,850,000)

(30) 備品費 4,000,000 2,172,790 2,500,000  印刷機・サーバーリース料ほか

(31) 図書費 350,000 298,765 350,000  登記研究、判例時報

(Ⅲ) (30,300,000) (27,972,880) (29,100,000)

(十二) 負担金 (30,000,000) (27,827,500) (28,800,000)

(32) 連合会普通会費 21,000,000 19,401,600 20,000,000  4,700円×会員数×12月(注10)

(33) 連合会会館建設特別会費 3,100,000 2,889,600 3,000,000    700円×会員数×12月(注11)

(34) 連合会研修事業特別会費 2,700,000 2,476,800 2,600,000    600円×会員数×12月(注12)

(35) 連合会市民救援特別会費 2,100,000 2,027,500 2,100,000    500円×会員数×12月(注13)

(36) 中ブロ会費 1,100,000 1,032,000 1,100,000  3,000円×会員数

(十三) 代議員出席費 (300,000) (145,380) (300,000)

(37) 連合会総会出席費 300,000 145,380 300,000

(38) 中ブロ関係出席費 0 0 0 　

(Ⅳ) (4,400,000) (4,400,000) (5,000,000)

(十四) 特別会計繰入金支出 (4,400,000) (4,400,000) (5,000,000)

(39) 会館運営特別会計繰出金 4,000,000 4,000,000 5,000,000

(40) 調停センター特別会計繰出金 400,000 400,000 0

(Ⅴ） (0) (0) (0)

(十五) 固定資産取得支出 (0) (0) (0)

(41) 什器備品購入支出 0 0 0

(Ⅵ) (0) (0) (0)

(十六) 特定資産取得支出 (0) (0) (0)

(42) 財務調整積立預金支出 0 0 0

(Ⅶ） (1,200,000) (0) (2,300,000)

(十七) 予備費 (1,200,000) (0) (2,300,000)

(43) 予備費 1,200,000 0 2,300,000   (注14）

98,000,000 82,890,005 94,000,000

-19,092,134 -2,582,614 -16,509,520

0 16,509,520 0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

定額会費収入：18,500円×12月×335（335名6法人：2/4/1現在）＋18,500円×6月×(10－10)名=74,370,000円

   (A)－(C) 当期収支差額

広報部：広報委員会、ホームページ、新聞広告、会報発行ほか

職印証明書発行手数料、補助者手数料、住宅支援機構・福祉医療機構事務受託収入、保険事務取扱手数料他

執行部会、正副会長会、部長会、三者会議、注意勧告小理事会、量定意見ほか

リーガルサポート（20万円）、青年会（10万円）

   (B)－(C) 次期繰越収支差額

紛議調停、総合対策、選挙管理、登録調査、非司排除ほか

予備費

負担金

固定資産取得支出

特別会計繰入金支出

市民事業部：司法書士総合相談センター、法教育事業ほか

リーガルサポート事務受託収入（145万5000円）、政治連盟事務受託収入(9万円)、

(注)  1.

研修部：会員研修、年次制研修、新人研修、権利法人登記事務研究会、研修部会、アカウント使用料ほか

　 (C)        当期支出合計

特定資産取得支出



9.

10.

11.

12.

13.

14. 予備費は支出予算総額の5％以下(会計規則第18条第2項）

普通会費：4,700円×335名×12月＝18,894,000円

会館建設特別会費：700円×335名×12月＝2,814,000円

研修事業特別会費：600円×335名×12月＝2,412,000円

市民救援特別会費：500円×335名×12月＝2,010,000円

新入会員登録事務費（1万円×10名）

支部事務支給金：（400,000円×6支部）＋(前期：400円×335名×6月）＋（後期：400円×335名×6月）＝4,111,200


