
収入の部 （単位：円）

予算額 (A) 決算額 (B) 差異 (B-A) 備　　  考

1,845,000 1,845,000 0 正会員(123館×15,000円)　

104,151 104,151 0 中国・四国地区休会のため

150,000 0 -150,000
2021年度に延期（コロナウイルス感染症の影響による）
加盟館参加者　30人×2,000円　→0円
情報交換会参加者　30人×3,000円　→0円

220,000 0 -220,000
2021年度に延期（コロナウイルス感染症の影響による）
積立金　150,000円　→0円
九州地区からの拠出金　70,000円　→0円

445,000 65,000 -380,000

団体 研究誌広告掲載料　350,000円　→0円 (コロナウイ
ルス感染症の影響による40号発行延期のため)
39号分の広告掲載費（日外アソシエーツ）30,000円
個人賛助会員　7人×5,000円=35,000円

160,000 154,440 -5,560  「研究誌」 38号6冊、39号30冊

100 8 -92 預金利息

767,872 767,872 0 　　　　　　　　

3,692,123 2,936,471 -755,652 　　　　　　　　　

支出の部 （単位：円）

予算額 (A) 決算額 (B) 差異 (A-B) 備　　  考

年次総会 0 0 0 コロナウイルス感染症の影響により中止

全国研修会 620,000 0 620,000 コロナウイルス感染症の影響により2021年度に延期

研究誌 600,000 0 600,000
コロナウイルス感染症の影響により研究誌第40号発行延
期

HP運営費 314,000 319,000 -5,000 保守・維持・更新作業費

会報 5,000 0 5,000 発送・事務経費　

615,000 615,000 0 123館×5,000円

600,000 600,000 0 6地区協議会×100,000円　

会議費 全国理事会 10,000 4,000 6,000
コロナウイルス感染症の影響により書面審議のため会場
キャンセル料

旅費・交通費 130,000 0 130,000
コロナウイルス感染症の影響により、書面審議やWeb会
議のため費用は発生せず

事務局費 110,000 95,000 15,000
理事活動費(3人×20,000円､2人×15,000円)
監査活動費(1人×5,000円)
監査経費、会議費用､反省会補助費は発生せず

消耗品費 5,000 0 5,000

通信費 20,000 17,226 2,774 送料（請求書､領収書、未加盟館勧誘文書　他）

雑費 10,000 3,520 6,480 振込手数料 　　　　　　　　　　　　 　

653,123 0 653,123

3,692,123 1,653,746 2,038,377

　　　　 - 1,282,725 　　　 　-

3,692,123 2,936,471 755,652

(残高)

繰越金 1,282,725

全国研修会積立金 150,000  (コロナウイルス感染症により2021年度に延期のため繰越し)

計 1,432,725

監査人 　　　鈴木　　誠　　　　　印　　　

　　　杉田　　美香　 　  印

合計

次年度繰越金

総合計

関係帳簿及び証書類を監査した結果、適正に処理されていると認めます。

2021 年　  4　月　  20　日

科　　目

事業費

地区交付金

地区助成金

運営費

予備費

全国研修会準備費

賛助会員会費

出版物売上

雑収入

前年度繰越金

合　計

2020年度 私立短期大学図書館協議会 本部決算報告書

（2020年4月 1日 ～ 2021年3月31日）

科　　目

会費

中国・四国地区協議会運営費

全国研修会参加費



 

収入の部 (単位：円)

予算額 備　考

1,710,000 正会員　114館×15,000円　　

0
加盟館参加者　30人×0円
情報交換会参加者　30人×0円　※リモート開催のため

150,000
積立金　150,000円 （2019年度積立分）
九州地区からの拠出金　0円　※リモート開催のため

465,000
賛助会員　「研究誌」第40号広告掲載料　430,000円
個人賛助会員 7人×5,000円=35,000円

24,000 「研究誌」委託販売（紀伊國屋書店）

100 預金利息　等

1,282,725 中国・四国地区協議会運営費(104,151円）を含む

3,631,825

支出の部 (単位：円)

予算額 備　考

年次総会 50,000 講演料(1名分), 消耗品　他　

全国研修会 150,000 講師料（3名分）、事務経費 他　※リモート開催のため

研究誌 600,000
「研究誌」第40、41号合併号（360部）印刷・製本，
CD-ROM製作, 事務経費　他

ＨＰ運営 319,000 保守・維持・更新作業費　他　　　

会報 5,000 事務経費　他　　

570,000 114館×5,000円　

600,000 6地区協議会×100,000円　　　

会議費 全国理事会 10,000 会場使用料キャンセル料　※書面審議に変更のため

旅費・交通費 130,000 理事会, 総会, 監査　他　　

事務局費 110,000 理事活動費, 監査経費, 会議費　他　　

消耗品費 5,000 消耗品　　　

通信費 20,000 発送経費 他

賃借料 28,050 Zoom年間契約料 22,110円(税込), ウェビナー利用料 5,940円(税込)

雑費 10,000 振込手数料　他　　　　　　　 　

1,024,775

3,631,825

事業費

地区交付金

地区助成金

運営費

予備費

合計

賛助会員会費　　　　　　　　　

出版物売上

雑収入                           

前年度繰越金　　　　　　　　　

合計

科　目

2021年度　私立短期大学図書館協議会　本部予算

（2021年4月 1日 ～ 2022年3月31日）

科　目

会費

全国研修会参加費

全国研修会準備費
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