
（単位　千円）

公益目的事業 収益事業 法人会計 合　　計

１. 財産運用収入 20 10 30

２. 会費収入 6,584 6,400 12,984

３. 事業収入

（1） 公益目的事業

（1）コース認定事業 6,568 6,568

（2）指導者認定事業 21,705 21,705

（3）広報事業 298 298

（4）補助金 500 500

（5）雑収入 70 70

（2） 収益事業

（1）用具・用品等認定事業 39,446 39,446

（2）書籍等販売事業 1,545 1,545

（3）物品販売事業 570 570

（4）雑収入 10 10

合　　計 (A) 35,745 41,581 6,400 83,726

１. 管理費 17,108 12,052 7,755 36,915

２. 事業費

（1） 公益目的事業

（1）コース認定事業 4,907 4,907

（2）指導者認定事業 10,778 10,778

（3）広報事業 7,362 7,362

（4）普及事業 4,682 4,682

（5）連合会事業 2,335 2,335

（6）地域組織活動支援事業 7,697 7,697

（7）主任指導員研修事業 1,452 1,452

（8）海外普及事業 90 90

（2） 収益事業

（1）用具・用品等認定事業 2,675 2,675

（2）書籍等販売事業 822 822

（3）物品販売事業 730 730

３. 法人税等 1,381 1,381

56,411 17,660 7,755 81,826

▲ 20,666 23,921 ▲ 1,355 1,900

20,666 ▲ 22,021 1,355

科　　目

平成２３年度　一般社団法人 日本パークゴルフ協会事業会計収支予算総括表

収
入
の
部

支
出
の
部

合計（B）

収支差額（A)ー（B)

収益事業繰出金（C)



(収　入) （単位　千円）

平成23年
度予算額

１. 財産運用収入 30

２. 会費収入 12,984

３. 事業収入 70,712

（1）公益目的事業 29,141

（1）コース認定事業 6,568

（2）指導者認定事業 21,705

（3）広報事業 298

（4）補助金 500 幕別町補助金（500）

（5）雑収入 70 雑収入（70）

（2）収益事業 41,571

（1）用具・用品等認定事業 39,446

（2）書籍等販売事業 1,545

（3）物品販売事業 570

（4）雑収入 10 雑収入（10）

83,726

平成２３年度　一般社団法人 日本パークゴルフ協会事業会計収支予算

当期収入合計（Ａ）

細　 目　※（）内が予算額

預金利息

正会員（8234）[415団体61589人]　・コース会員（2890）[289団
体]　・賛助会員（1860）[62団体]

コース認定料（2150）　・コース認定審査料（1718）　・コース認
定審査手数料（2700）[新規（20×25000）・更新（160×
10000）・増設（5×10000）]

ホームページ運営（96）[広告収入]　　・機関紙発行（202）[購
読料]

メダル（140）・バッチ（100）・パッキーのぼり（330）

認定登録料（14810）・認定手数料（6870）[指導員新規（600
人）・更新（830人）・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（1,200人）]　・指導員証等（25)

用具認定料（31311）[クラブ・ボール・ティ]　・クラブ・用具検査
料・送料（1635）　・クマゲラマーク使用料（500）[商標使用料]
・定額認定料（6000）

ルールブック（1000）　・ミニブック（500）　・DVD（45）



(支　出) （単位　千円）

平成23年
度予算額

１. 管理費 36,915

（1）事務局費 36,915

細　 目　※（）内が予算額

賃金（1494）  [嘱託職員賃金（2名）、臨時職員賃金　（1名）]

事務所家賃（468）

通信運搬費（948）  [電話料、切手・後納郵便料、発送運賃、ＮＨＫ受信
料]

修繕費（50）

福利厚生費（812）  [健康診断料等、中退共]

広告宣伝費（1080）

図書費（117）  [新聞代、書籍代]

食糧費（50）[来客賄]

旅費交通費（1570）  [役員旅費、職員旅費、企画・指導委員会費用弁
償]

賃借料（929）　[ダスキンモップ料、電話機ﾘｰｽ料、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ、
車輌ﾘｰｽ、レンタカー料、駐車場用地借上]

報酬（2376）[報酬(3名）]

給料（12981）[基本給（6名）]

職員手当（4175）　[扶養手当（1名）、通勤手当（5名）、時間外勤務手当
（6名）、期末手当（6名）、燃料手当（3名）]

法定福利費（2600）  [社会保険料、労働・雇用保険料]

減価償却費（620）

交際費（200）

消耗品費（1194）[管理消耗品費]

会議費（210）  [理事会、総会、企画・指導委員会]

水道光熱費（723）  [電気代、ガス代、上・下水道料、燃料費（灯油・ガ
ソリン）]

租税公課（50）  [収入印紙代、国税・地方税（預金）]

役務費（250）　[タクシー代、ゴミ収集手数料、送金手数料、支払手数
料、交通手数料、翻訳手数料]

備品購入費（0)   

委託料（2382）　[会計事務所指導料、社会保険労務士料、司法書士料
等、夜間警備料、電算ｼｽﾃﾑ維持管理料、除雪費、清掃費、議事録作
成料]

負担金（160）

印刷製本費（1221）

保険料（255）



(支　出) （単位　千円）

平成23年
度予算額

細　 目　※（）内が予算額

２. 43,530

（1）公益目的事業 39,303

（1）コース認定事業 4,907

（2）指導者認定事業 10,778

（3）広報事業 7,362

（4）普及事業 4,682

（5）連合会事業 2,335

（6）地域組織活動支援事業 7,697

（7）主任指導員研修事業 1,452

（8）海外普及事業 90

（2）収益事業 4,227

（1）用具・用品等認定事業 2,675

（2）書籍等販売事業 822

（3）物品販売事業 730

３. 法人税等 1,381

81,826

1,900

通信運搬費（3362）[機関誌発送費]　・印刷製本費（3241）[機関誌印刷
費]・消耗品費（275）・委託料（436）[ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成委託及び保守]・報
償金（48）[寄稿等謝礼]

負担金（2150）[国際大会、北海道オープン、全国大会]　・会議費（264）
[コース管理者連絡会議、企画・指導委員会会議]・旅費交通費（1230）
[普及旅費、大会出席旅費、コース管理者連絡会議旅費、企画・指導
委員会旅費、講師派遣旅費]・委託料（40）[議事録作成料]・　通信運搬
費（50）[コース管理者連絡会議　発送費、企画・指導委員会　発送費]
・報償費（390）・保険料（12）[企画・指導委員会 保険料]・製造請負費
（546）[メダル作製料]

食糧費（50）  ・事務消耗品費(3150)[指導員証等] ・通信運搬費（85）
[発送運賃]  ・旅費交通費（200） ・役務費（50）[支払手数料]  ・印刷製
本費（653）[指導書等]   ・認定交付金（6590）

会議費（206）  ・旅費交通費(1155)[研修会旅費] ・保険料（28）  ・通信
運搬費（17）[切手・後納郵便料] ・役務費（11）[送金手数料]  ・委託料
（35）[議事録作成料]

旅費交通費（40）[認定審査旅費（直扱）]　・役務費（26）[送金手数料]
・通信運搬費（60）[発送運賃]　・印刷製本費（361）[コース認定版等]　・
コース認定交付金（4420）

当 期 支 出 合 計  （Ｂ）当 期 支 出 合 計  （Ｂ）

製造請負費（730） [メダル作製料、バッチ作製料、パッキーのぼり作製
料]

事業費

通信運搬費（60）[クラブ等送料]　・報償金（30）[海外交流大会表彰]

会議費（426）[連合会連絡会議、ブロック別会議] ・旅費交通費（1825）
[連合会連絡会議旅費、ブロック別会議旅費]   ・通信運搬費（20）[切
手・後納郵便料]  ・委託料（25）[議事録作成料] ・保険料（28） ・役務費
（11）[送金手数料]

当期収支差額　（Ａ）-（Ｂ）

連合会交付金（7666）　[連合会運営交付金、ブロックイベント交付金、
全国大会ｲﾍﾞﾝﾄ交付金]・通信運搬費（9）[切手・後納郵便料] ・役務費
（22）[送金手数料]

印刷製本費（626）[クラブ認定ｼｰﾙ、用具認定ｼｰﾙ、用品認定ｼｰﾙ]　・
委託料（1467）[クラブ・用具検査費]　・通信運搬費（104）[検査品発送
運賃]　・会議費（40）[調査研究会議費]　・旅費交通費（67）[調査研究
会議費職員旅費]　・役務費（20）[送金手数料]・租税公課（1）[国税・地
方税（預金）]　・報償金（350）[用具・用品モニター料]

印刷製本費（637）[ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ、ﾐﾆﾌﾞｯｸ]　製造請負費（20）[DVD作製]
通信運搬費（165）[発送運賃]

法人税等（1381） [法人道民税、法人町民税、消費税]



（単位　千円）

合　　計

当初予算 補正予算 当初予算 補正予算 当初予算 補正予算

１. 財産運用収入 20 10 30

２. 会費収入 6,584 6,400 12,984

３. 事業収入

（1） 公益目的事業

（1）コース認定事業 6,568 6,568

（2）指導者認定事業 21,705 21,705

（3）広報事業 298 298

（4）補助金 500 500

（5）雑収入 70 70

（6）東日本被災者義援金 3,500 3,500

2,500 2,500

（2） 収益事業 0

（1）用具・用品等認定事業 39,446 39,446

（2）書籍等販売事業 1,545 1,545

（3）物品販売事業 570 570

（4）雑収入 10 10

合　　計 35,745 6,000 41,581 0 6,400 0 89,726

１. 管理費 17,108 90 12,052 63 7,755 27 37,095

２. 事業費

（1） 公益目的事業

（1）コース認定事業 4,907 4,907

（2）指導者認定事業 10,778 10,778

（3）広報事業 7,362 7,362

（4）普及事業 4,682 4,682

（5）連合会事業 2,335 ▲　180 2,155

（6）地域組織活動支援事業 7,697 7,697

（7）主任指導員研修事業 1,452 1,452

（8）海外普及事業 90 90

3,500 3,500

2,500 2,500

（2） 収益事業

（1）用具・用品等認定事業 2,675 2,675

（2）書籍等販売事業 822 822

（3）物品販売事業 730 730

３. 法人税等 1,381 1,381

56,411 5,910 17,660 63 7,755 27 87,826

▲ 20,666 90 23,921 ▲　　63 ▲ 1,355 ▲　　27 1,900

20,666 ▲　　90 ▲ 22,021 63 1,355 27

合計（B）

平成２３年度　公益社団法人 日本パークゴルフ協会事業会計収支補正予算総括表

科　　目 公益目的事業 収益事業 法人会計

収支差額（A)ー（B)

収益事業繰出金（D)

収
入
の
部

　　（7）事業会計繰入金

支
出
の
部

　　（9）東日本被災者支援活動事業

　（10）NPGA杯全日本PG大会支援事業


