
平成  年度   本収支
埼玉県       連合 平       平       

収入 内   容 予算 決算 増減

前期繰越 11,563,031 11,563,031 0 
会費収入    年度年会費   年度分         円 含 2,745,000 3,607,000 862,000 

県体協運営費補助金 県 助成金合計     合宿含    関  関選    補助金  420,000 420,000 0 
備品購入費負担分収入 彩 国大会  150,000 150,000 0 

大会主管料収入
彩 国 関東選   紅葉      全国         
川越              900,000 985,000 85,000 

大会剰余金 彩関東選剰余金       円 但県助成      補助 除  0 74,634 74,634 
事務局通信費負担分収入含 大会郵送料 彩 国   60,000 60,000 0 
事務局費負担分収入 300,000 300,000 0 
強化活動 収入   強化合宿参加費  80,000 170,000 90,000 

      講習会参加費    年度分   円含  200,000 206,000 6,000 
    練習会参加費    年度       年度  
   合宿参加費    年度         年度    670,000 809,000 139,000 

認定記録会参加費     年度       210,000 169,000 -41,000 
審判員試験検定料        名    円            名    円 20,000 22,000 2,000 

販売代 審判          送料込        0 86,836 86,836 
  他収入 新年会会費   円      懇親会参加費   円            円 50,000 63,002 13,002 
各種預 金 年会費過納預 金   円    750,000 300 -749,700 
通帳利息 1,434 1,434 
収入計 6,555,000 7,124,206 569,206 
収入残高 18,118,031 18,687,237 569,206 
支出 内   容 予算 決算 増減

   登録料 一般    円 人 団体   円 人 高校生   円 人         円 人 915,000 980,300 65,300 
   分担金等    評議員 理事分担金  関東     90,000 100,000 10,000 

県体育協会分担金 埼玉県体協  200,000 200,000 0 

運営担当者  
日当 謝礼

記録会    年度       年度            年度       年度   
全       紅                 
   合宿        練習    年度    円    年度  回       円 520,000 718,796 198,796 

大会事務局費 彩 国大会  300,000 300,000 0 
通信費 郵便 宅急便 会員証送料 審判   送料     案内送料 無線機送料 総会案内 等 240,000 241,040 1,040 
通信費   電話 通信費 168,000 126,902 -41,098 
大会器材購入費      枚 大型      個        枚 250,000 73,112 -176,888 
       管理費   管理維持費年間           契約年間   328,960 247,000 -81,960 

大会補助金 主管    負担金川越  赤字分補填        円 羽生        円 200,000 552,621 352,621 

強化費 講習会等
 屋内 

   練習    年度         年度保険      円    使用料   回分        
新年会    円      懇親会   円
     練習    年度      円    年度保険     円 会場費  補給食     円 698,400 706,760 8,360 

強化費 講習会等
 屋外       

   合宿       円       弁当代      
                 返却       円 
        年度       円     年度       円 500,000 883,381 383,381 

  強化合宿経費 
    栄養費

関東合同  強化合宿      円    合宿 保険  円 送料     円 宿泊 食事代込 
       円 補給食     円 謝礼金 交通費込       円    使用   円 650,000 370,690 -279,310 

国体関係費 0 0 0 

認定記録会経費
    年度       円    年度保険料      円 計測       円             
円 陸上競技場使用料   円    使用料      円 送料     円 320,000 381,734 61,734 

   審判員認定 経費
講師料    年度  円     年度  円  名  回 案内送料   円    円                               
   年度          会場費     円  日 電気使用料   円  日 12,960 33,118 20,158 

交際費 栃木県  協会祝賀会  円 150,000 8,000 -142,000 
旅費交通費    社員総会 栃木県  協会祝賀会 渡良瀬遊水地協議会 関東    会議 等 50,000 21,778 -28,222 
   事務局費       円    月 600,000 600,000 0 
会計事務費    年度 月分   円     年度   円    月 195,000 195,000 0 
支払手数料          19,440 216 -19,224 
備品費 審判      枚 審判      個 1,000,000 124,536 -875,464 
消耗品費           文具                                  等 60,000 22,230 -37,770 
印刷費            部 0 399,600 399,600 
会議費 会議室代 監査 理事会 総会 20,000 6,404 -13,596 

  他支出    合宿     返金   円 150,000 41,000 -109,000 
支出計 7,637,760 7,334,218 -303,542 
収支計 -1,082,760 -210,012 872,748 

残高 10,480,271 11,353,019 872,748 
 備考 

平成  年度末収支残高計 11,353,019 
平成  年度内    平成  年度分年会費         円    年度   合宿参加費      円 1,743,400 
平成  年度末   本収支実質残高 9,609,619 

tetsuzinH
カーフマン大会
主管料　　　　　　　100,000円
医師手配料　　　　　40,000円
大会協力金25名　125,000円


tetsuzinH
10,000円×7名
20,000円×5名

(Jr合宿精算分13、940円除く）

tetsuzinH
Ｈ27年度スイム合宿参加費
234,000円分は
Ｈ26年度に計上済み

tetsuzinH
H26Jrスイム練習会
サブコーチ交通費含む

H27スイム合宿(交通費含む）　　　　　　　　　　

Ｈ27Jrスイム練習会　
コーチ交通費含む　　　　　　　　　企画立案謝礼10,000円含む

Ｈ27記録会
審判員　　　　　48,000円
水泳部　　　　　20,000円
生田(スタータ―)3,000円


tetsuzinH
羽生ＳＳＤＡ
最終案内9,758円

tetsuzinH
アイシーウエブ（高橋）
４～６月　　　54,000円
７～９月　　　54,000円
１０～１２月　50,000円
１～３月　　　50,000円

コミュニケーションメディア（ユ
初期費用　　　　3,000円
一ヶ月　　　　　　3,000円
5/19～11/18　18,000円　
11/19～4/18　15,000円

tetsuzinH
川越ＡＡ謝礼金
スタッフ交通費
　2,000円×48人　96,000円　　　　　ＭＣ謝礼　　　　　　10,000円
看護師謝礼　　　　　5,000円

　

tetsuzinH
Ｈ26年度Jrスイム練習会3/15
会場費　　10,000円
補給食　　　2,104円

スイム練習会
H26年度プール使用料2回　　　43,200円
H27年度プール使用料１8回　388,800円
保険料（H27年度分）　12,580円



Jrスイム練習会（4回）
保険料　　2,960円
会場費　10,000円×4回　40,000円
補給食　3,614円・2,502円


tetsuzinH
Ｈ26年度分ロングDA
おのぎり　　　　　　　　　　　　　　33,000円
レースナンバー・プログラム　　27,302円
炊き出しガスコンロ　　　　　　　　3,780円
車両ガソリン代　 　　　　　　　　　3,450円　
機材一式（レンタカー込)　　　　83,808円　
計測　　　　　　　　　　 　　　　　100,000円　

Ｈ27年度分ロングDA
保険料　　　　　　　　　　　　　　26,150円
おにぎり　　　　　　　　　　　　　35,440円　　　　　　　　　　　　　
カップ麺・お茶（選手配布用）　26,250円
レースナンバー　　　　　　　　　25,920円
プログラム　　　　　　　　　　　　　4,320円
炊き出しガスコンロ　　　　　　　　3,780円
機材一式　　　　　　　　　　　　　75,600円　　　　　 　計測　　　　　　　　　　　　　　　100,000円

スイム（海）合宿H27/4/11～12
保険料　16,000円　
宿泊費186,624円　入浴税4,800円
懇親会費13,185円
4/11コーチ昼食代6,750円
入浴料18,600円
レンタカーガソリン代2台分34,192円

羽生ＳＳＤＡ
保険　42,390円　　　　メダル　53,654円
計時　106,920円　　　　　機材　108,00円印刷物23,352円　　　事務局費50,000円施設使用料150,000円　参加賞96,120円
スタッフ弁当28,700円
レンタカー代（ガソリン代込）23,075円

tetsuzinH
関東合同Jr強化合宿（7/18～20）
宿泊費(2泊）　16,000円
保険料（2名） 　1,400円

Jr合宿（1/9～1/11）
保険料　　　6,000円
案内送料　1,230円
宿泊費　155,520円・25,920円
食事代　　26,612円・14,850円・15,810円・16,370円
補給食　　　9,936円
プール料（2日分）　20,000円
講師謝礼（交通費込）22,460円（外山）
サブコーチ（交通費込）8,500円（舘野）
講師謝礼（交通費込）10,000円(矢野）
企画立案責任者謝礼　20,000円
領収書送料　　82円

（Jr合宿精算分13,940円除く）


tetsuzinH
Ｈ26年度分
保険料　　　　　16,512円
プール使用料　26,460円
トラック使用料　28,000円
計測　　　　　　　81,000円
参加案内送料　　6,314円

Ｈ27年度
保険料　選手　172円×110名　18,920円
　　　　　スタッフ　35円×20名　　　700円
計測　
計測費用　800円×110名　88,000円
諸経費（高速代・ガソリン代）5,000円
スタートピストン機材レンタル20,000円
消費税　9,040円

施設使用料　競技場　　　　　30,000円
　　　　　　　　　プール88名分33,264円
レースナンバー　9,504円
参加案内送料　82円×110名　9,020円

tetsuzinH
6,000円　金子宏（彩の国相殺分）
73,000円　スイム合宿
3,500円　長岡正明
（Ｈ27/11年会費・Ｈ28/1返金）


