
歳入 (単位円）　△印はマイナス金額

歳出 (単位円）　△印はマイナス金額

令和元年度　滋賀県障害者スポーツ協会　一般会計　決算

款 項 目 節 当初予算(A） 補正後予算（B） 決算額(C） 差額(C）-(B) 説　　　明

2,357,400 △ 600

正会員:600円×769人=461,400

クラブ:17部=85,000

賛助会員:308件=1,811,000

県支出金 補 助 金 県費補助金 運営費補助金 25,177,000

会　　費 会　　費 会　　費 会　　　　　　　　費 2,305,000 2,358,000

27,225,000 26,969,333 △ 255,667

補助金 補 助 金 県費補助金 全国大会団体競技近畿地区予選補助金 233,000 233,000

△ 4,070

全国大会選手養成・派遣委託料 13,319,000 9,896,000 9,695,312 △ 200,688

233,000 0

県大会・ＳＳＣ委託料 5,973,000 5,973,000 5,968,930

小　　　　　　　　計 19,292,000 15,869,000 15,664,242 △ 204,758

諸 収 入

雑　　入 雑　　入 雑　　　　　　　　入 173,000

委託金 委託金 委託金

87,000 79,198 △ 7,802

分担金 分担金 事業分担金 300,000 308,000 307,600 △ 400

雇等:79,037　　事:18　　退:92　
　　　　　県:16　　選:28　　協:7

参加料 参加料 参加料 10,000 12,000 0 △ 12,000 会員BW大会中止による

400円×769人

227
前年度賛助会費の繰越金　　　
　　　　　　（協会事業費分）

合　　　　　　　　　　　　計 47,892,000 46,445,000 45,767,000 △ 678,000

155,000 △ 197,000 賛助金基金より繰入

繰 越 金 繰 越 金 繰 越 金 繰越金 0 1,000 1,227

繰 入 金 繰 入 金 繰入金 繰入金 402,000 352,000

決算額(C） 差額(C）-(B) 説　　　明

協会費

協会運営費 事務局費

給与等 22,439,000 24,428,000 24,361,119

款 項 目 節 当初予算(A） 補正後予算（B）

小　　　　　　　　計 26,090,000 28,079,000 27,814,880 △ 264,120

△ 66,881
給:13,934,100　　　　　　　　　　
　　手:7,173,017　　　　　　　　　
　共:3,254,002

9,896,000 9,695,340

事務費 3,651,000 3,651,000 3,453,761 △ 197,239

会議:738:485　　　　　　　　　　　
会報:382,578  
　　　　　　　　　　　事務所:  
1,395,412    
　　　　　　　他:937,286

△ 105
賞品等：124,060　　　　　　　　　
　プロ・消耗品：54,305　　　　　　
　　　　会場：71,310　　他

会員交流ボウリング大会 300,000 300,000 111,537 △ 188,463
賞品等:59,584　　　　　　　　　　
　プログラム等:31,453　他

△ 39

△ 100
要覧印刷代:262,900　　　　　　
　　　送料等:192,000

障害者スポーツ啓発事業 251,000 251,000 248,949 △ 2,051
チラシ等:82,500　　　　　　　　　
送料他:166,649

スポーツ協会要覧 455,000 455,000 454,900

スポーツ広場事業 703,000 700,000 699,961

△ 57,100 事業消費税

慶弔費 22,000 22,000 0 △ 22,000

△ 4,054

謝礼・メダル等:999,189　　　　　
　　　　　　協力者旅費:516,120
　　　　　　　　　プロ・申込書等:1
,558,474　　　　　　保険・送料等
:991,134　　　　　　　　　　用具
移転費:1,118,270　他

租税公課費 96,000 96,000 38,900

小　　　　　　　　計 2,277,000 2,264,000 1,994,142 △ 269,858

県大会・ＳＳＣ事業費 6,206,000 6,206,000 6,201,946

収支差額 　60,692 円　　は次年度に繰り越し

小　　　　　　　　計 19,525,000 16,102,000 15,897,286 △ 204,714

合　　　　　　　　　　　　計 47,892,000 46,445,000 45,706,308 △ 738,692

受託事業費

△ 200,660

謝礼:551,000　　　　　　　　　　　
　協力者旅費:1,987,334　　　　
　　　　選手派遣:5,420,580　　　
　　　　会場等:808,854　　他

事業費

協会事業費

会員交流グラウンド・ゴルフ選手権大会 450,000 440,000 439,895

全国大会選手養成・派遣事業費 13,319,000



○基金管理事業

歳入 △＝マイナス　単位＝円

歳出 △＝マイナス　単位＝円

収支差額 円は次年度に繰越

○障害者スポーツ協会経営安定化交付金事業

歳入 △＝マイナス　単位＝円

歳出 △＝マイナス　単位＝円

積立金 円は次年度に繰越

歳入 △＝マイナス　単位＝円

歳出 △＝マイナス　単位＝円

積立金 円は次年度に繰越

歳入 △＝マイナス　単位＝円

歳出 △＝マイナス　単位＝円

積立金 円は次年度に繰越

歳入 △＝マイナス　単位＝円

歳出 単位＝円

積立金 円は次年度に繰越

諸収入
基金利息収入 スポーツ振興基金利息収入 1,300,000 1,300,000 1,300,000

令和元年度 滋賀県障害者スポーツ振興基金　特別会計　決算

款 項 目 当初予算(A) 補正後予算(B） 決算額(C） 差額 (C) - （B） 説　　　明

0 県体協との基金の運用益1/3

基金取崩収入 スポーツ振興基金取崩収入 10,000,000 8,745,000 8,745,000 0

合　　　　　　　計 11,300,000 10,045,000 10,045,680 680

52 銀行利息

繰越金 繰越金 繰越金 0 0 628 628 前年度繰越金

雑入 雑入 雑入 0 0 52

決算額(C） 差額 (C) - （B） 説　　　明

協会費 事業費

基金利息収入事業費

顕彰事業 210,000 254,000 220,934

款 項 目 事業名 当初予算(A) 補正後予算(B）

スポーツ普及振興事業 930,000 980,000 1,009,500 29,500
大会祝金　80,000　　　　　　　　　　　  
　　クラブ補助　929,500

△ 33,066 会長表彰用品 等

指導者研修事業 160,000 66,000 69,573 3,573 指導員研修旅費 等

設置人件費等　4,484,265　　　　　　
事務所賃料等　1,309,303　　　　　　
入門教室等　1,693,432

指導員養成事業 587,000 588,000 588,000 0 指導者養成講習会開催経費

合　　　　　　　　　計 11,300,000 10,045,000 10,045,007 7

673

0 遠征補助　589,240　他

租税公課費 49,000 11,000 11,000 0

基金元本取崩事業費

アドバイザー設置事業 8,553,000 7,487,000 7,487,000 0

アスリート支援事業 811,000 659,000 659,000

説　　　明

雑入 雑入 雑入 1,000 87 △ 913 銀行利息

款 項 目 当初予算(A) 決算額(B） 差額 (B) - （A）

前年度繰越金

合　　　　　　　計 1,388,000 1,387,240 △ 760

繰越金 繰越金 繰越金 1,387,000 1,387,153 153

合　　　　　　　　　計 1,388,000 1,387,240 △ 760

差額 (B) - （A） 説　　　明

協会費 事業費 経営安定化事業費 積立金 1,388,000 1,387,240 △ 760

款 項 目 事業名 当初予算(A) 決算額(B）

1,387,240

令和元年度　善意基金　特別会計 決算

款 項 目 当初予算(A) 補正後予算(B） 決算額(C） 差額 (C) - （B） 説　　　明

△ 993 銀行利息

寄付金 寄付金 寄付金 0 0 100,000 100,000 年度途中の寄付による

雑入 雑入 雑入 1,000 1,000 7

585 前年度繰越金

合　　　　　　　計 814,000 833,000 932,592 99,592

繰越金 繰越金 繰越金 813,000 832,000 832,585

協会費 事業費 寄付事業費
激励金 100,000 120,000 110,000

款 項 目 事業名 当初予算(A) 補正後予算(B）

△ 10,000 国際大会選手　10,000×１1名

予備費 50,000 0 0 0

決算額(C） 差額 (C) - （B） 説　　　明

822,592 109,592

合　　　　　　　計 1,144,000 833,000 932,592 99,592

積立金 積立金 積立金 積立金 994,000 713,000

822,592

令和元年度　賛助会基金　特別会計 決算

款 項 目 当初予算(A) 補正後予算(B） 決算額(C） 差額 (C) - （B） 説　　　明

△ 730 銀行利息

繰越金 繰越金 繰越金 5,866,000 5,866,000 5,866,789 789

雑入 雑入 雑入 1,000 1,000 270

前年度積立金

合　　　　　　　計 5,867,000 5,867,000 5,867,059 59

差額 (C) - （B） 説　　　明

繰出金 繰出金 繰出金 402,000 352,000 155,000 △ 197,000 BW大会分減額

款 項 目 当初予算(A) 補正後予算(B） 決算額(C）

197,059

合　　　　　　　計 5,867,000 5,867,000 5,867,059 59

積立金 積立金 積立金 5,465,000 5,515,000 5,712,059

5,712,059

令和元年度　退職金積立金　特別会計 決算

款 項 目 当初予算(A) 決算額(B） 差額 (B) - （A） 説　　　明

前年度繰越金

雑入 雑入 雑入 1,000 92 △ 908 銀行利息

繰越金 繰越金 繰越金 1,081,000 1,081,800 800

合　　　　　　　計 1,082,000 1,081,892 △ 108

款 項 目 当初予算(A) 決算額(B） 差額 (B) - （A） 説　　　明

積立金 積立金 積立金 1,081,000 1,081,800 800

1,081,800

銀行利息は一般会計（雑入）へ

合　　　　　　　計 1,081,000 1,081,892 892

繰出金 繰出金 繰出金 0 92 92




