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（単位：円）

Ⅰ．一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　（１）経常収益

    基本財産運用益 80,000 80,000 0
　　　基本財産受取利息 80,000 80,000 0
　　受取寄付金（※） 35,000,000 33,000,000 2,000,000
    雑収益 600 600 0
　　　受取利息 600 600 0
　　経常収益計 35,080,600 33,080,600 2,000,000
　（２）経常費用

    事業費 34,380,000 32,230,000 2,150,000
　　　給与手当 9,450,000 9,450,000 0
　　　表彰式開催費用 700,000 700,000 0
　　　講演会開催費用 2,000,000 0 2,000,000
　　　会議費 20,000 20,000 0 選考委員会食事代

　　　記念品支出 1,700,000 1,700,000 0 助成先への表彰盾代

　　　旅費交通費 300,000 300,000 0 選考委員会旅費・表彰式旅費

　　　交流会費 0 0 0
　　　諸謝金 210,000 60,000 150,000 選考委員7名に対する謝金

　　　支払助成金（※） 20,000,000 20,000,000 0
　　管理費 1,620,000 1,505,000 115,000
　　　役員報酬 160,000 120,000 40,000 理事会・評議員会日当

　　　給与手当 1,050,000 1,050,000 0
　　　会議費 50,000 50,000 0 理事会・評議員会食事代

　　　旅費交通費 90,000 80,000 10,000 理事会・評議員会旅費

　　　通信運搬費 110,000 100,000 10,000
　　　消耗品費 10,000 5,000 5,000
　　　租税公課 0 0 0
　　　雑費 150,000 100,000 50,000 退任記念品代・ホームページ更新費用等

　　経常費用計 36,000,000 33,735,000 2,265,000
　　　　評価損益等調整前当期経常増減益額 -919,400 -654,400 -265,000 経常収益－経常費用

　　　損益評価等計 0 0 0
　　当期経常増減額 -919,400 -654,400 -265,000

２．経常外増減の部

　（１）経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0

　　当期経常外増減額 0 0 0

　　当期一般正味財産増減額 -919,400 -654,400 -265,000

　　一般正味財産期首残高 1,140,744 1,795,144 -654,400

　　一般正味財産期末残高 221,344 1,140,744 -919,400

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　受取寄付金

　　　　受取寄付金 0 0 0

　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　指定正味財産期首残高 200,000,000 200,000,000 0

　　　指定正味財産期残末高 200,000,000 200,000,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 200,221,344 201,140,744 -919,400

（※）理事会で助成先が決定されるため、助成先数が変更となった際には受取寄付金及び支払助成金も変更となる。

増減(a-b) 備考

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金

平成２７年 ４月 １日より
平成２８年 ３月３１日まで

平成２７年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

科　　　　　　目
平成27年度
予算額（a)

平成26年度
決算見込(b)



（単位：円）

Ⅰ．一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　（１）経常収益

    基本財産運用益 60,000 80,000 -20,000
　　　基本財産受取利息 60,000 80,000 -20,000
　　受取寄付金 35,000,000 33,000,000 2,000,000
    雑収益 400 500 -100
　　　受取利息 400 500 -100
　　経常収益計 35,060,400 33,080,500 1,979,900
　（２）経常費用

    事業費 33,280,000 31,970,410 1,309,590
　　　給与手当 10,350,000 10,350,000 0
　　　表彰式開催費用 700,000 650,000 50,000
　　　会議費 20,000 17,160 2,840 選考委員会食事代

　　　記念品支出 1,700,000 1,643,250 56,750 助成先への表彰盾代

　　　旅費交通費 300,000 250,000 50,000 選考委員会旅費・表彰式旅費

　　　交流会費 0 0 0
　　　諸謝金 210,000 60,000 150,000 選考委員7名に対する謝金

　　　支払助成金 20,000,000 19,000,000 1,000,000
　　管理費 1,821,000 1,829,000 -8,000
　　　役員報酬 140,000 160,000 -20,000 理事会・評議員会日当

　　　給与手当 1,150,000 1,150,000 0
　　　会議費 50,000 47,000 3,000 理事会・評議員会食事代

　　　旅費交通費 90,000 130,000 -40,000 理事会・評議員会旅費

　　　通信運搬費 110,000 100,000 10,000
　　　消耗品費 10,000 1,000 9,000
　　　租税公課 71,000 71,000 0
　　　雑費 200,000 170,000 30,000 退任記念品代・ホームページ更新費用等

　　経常費用計 35,101,000 33,799,410 1,301,590
　　　　評価損益等調整前当期経常増減益額 -40,600 -718,910 678,310
　　　損益評価等計 0 0 0
　　当期経常増減額 -40,600 -718,910 678,310

２．経常外増減の部

　（１）経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0

　　当期経常外増減額 0 0 0

　　当期一般正味財産増減額 -40,600 -718,910 678,310

　　一般正味財産期首残高 1,520,865 2,239,775 -718,910

　　一般正味財産期末残高 1,480,265 1,520,865 -40,600

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　受取寄付金

　　　　受取寄付金 0 0 0

　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　指定正味財産期首残高 200,000,000 200,000,000 0

　　　指定正味財産期残末高 200,000,000 200,000,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 201,480,265 201,520,865 -40,600

増減(a-b) 備考

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金

平成２６年 ４月 １日より
平成２７年 ３月３１日まで

平成２６年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

科　　　　　　目
平成26年度
予算額（a)

平成25年度
決算見込(b)



（単位：円）

Ⅰ．一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　（１）経常収益
    基本財産運用益 60,000 60,000 0
　　　基本財産受取利息 60,000 60,000 0
　　受取寄付金 35,000,000 35,000,000 0
　　　受取寄付金　     35,000,000 35,000,000 0
    雑収益 400 400 0
　　　受取利息 400 400 0
　　経常収益計 35,060,400 35,060,400 0
　（２）経常費用
    事業費 33,760,000 33,670,000 90,000
　　　給与手当 10,350,000 10,350,000 0
　　　表彰式開催費用 700,000 700,000 0
　　　会議費 20,000 20,000 0
　　　記念品支出 1,680,000 1,680,000 0
　　　旅費交通費 500,000 500,000 0
　　　交流会費 300,000 300,000 0
　　　諸謝金 210,000 120,000 90,000選考委員7名に対する謝金
　　　支払助成金 20,000,000 20,000,000 0
　　管理費 1,907,380 1,576,380 331,000
　　　役員報酬 280,000 80,000 200,000理事会等の開催回数増加によるもの
　　　給与手当 1,150,000 1,150,000 0
　　　会議費 57,600 32,400 25,200理事会等食事代増加分
　　　旅費交通費 138,780 92,280 46,500理事会２回、評議員会３回開催予定
　　　通信運搬費 100,000 100,000 0
　　　消耗品費 10,000 10,000 0
　　　租税公課 71,000 71,000 0
　　　雑費 100,000 40,700 59,300
　　経常費用計 35,667,380 35,246,380 421,000
　　　　評価損益等調整前当期経常増減益額 -606,980 -185,980 -421,000
　　　損益評価等計 0 0 0
　　当期経常増減額 -606,980 -185,980 -421,000
２．経常外増減の部
　（１）経常外収益
　　　経常外収益計 0 0 0
　（２）経常外費用
　　　経常外費用計 0 0 0
　　当期経常外増減額 0 0 0
　　当期一般正味財産増減額 -606,980 -185,980 -421,000
　　一般正味財産期首残高 1,281,414 1,467,394 -185,980
　　一般正味財産期末残高 674,434 1,281,414 -606,980
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　受取寄付金
　　　　受取寄付金 0 0 0
　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　指定正味財産期首残高 200,000,000 200,000,000 0
　　　指定正味財産期残末高 200,000,000 200,000,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 200,674,434 201,281,414 -606,980

増減(a-b) 備考

公益財団法人やまぎん地域企業助成基金

平成２５年　４月　１日より
平成２６年　３月３１日まで

平成２５年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

科　　　　　　目 平成25年度
予算額（a)

平成24年度
決算見込(b)



(単位：円)
科　　　目  予算額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　　①基本財産運用収入 60,000
　　　基本財産利息収入 60,000譲渡性預金利息　金額2億円　期間1年、利率0.03%
　　②寄付金収入 35,000,000
　　　寄付金収入 35,000,000山口銀行よりの寄付金
  　③ 雑収入 400
　　　受取利息 400普通預金利息0.02％
　　　その他 0
  　　事業活動収入計 (A) 35,060,400
　２．事業活動支出
　　①事業費支出 23,320,000
　　　助成金支出 20,000,000助成金２０社
　　　記念品支出 1,680,000受賞企業記念品
　　　表彰式 700,000表彰式開催費用
　　　会議費 20,000選考委員会　食事代
　　　諸手当 120,000選考委員会　日当
　　　旅費交通費 500,000選考委員会･表彰式　旅費
　　　交流会費 300,000大学、技術支援機関等との交流会等
　　　広告宣伝費 0
　　②管理費支出 12,077,000
　　　人件費 11,500,000人件費戻入 
　　　消耗品費 10,000事務用品
　　　通信運搬費 100,000案内等発送料・ホームページ利用料
　　　会議費 16,000理事会･評議員会　食事代　　　　　　
　　　諸手当 80,000理事会･評議員会･会計監査　　日当　　　　　
　　　旅費交通費 100,000理事会･評議員会旅費　　事務局出張旅費　　　
　　　公租公課 71,000市県民税
　　　雑費 200,000退任役員記念品代・ホームページ更新料・登記印紙代・その他
　　　事業活動支出計 35,397,000
　　　　事業活動収支差額 -336,600
Ⅱ．投資活動収支の部 0
　１．投資活動収入 0
　　　投資活動収入計 0
　２．投資活動支出 0
　　　投資活動支出計 0
　　　　投資活動収支差額 0
Ⅲ．財務活動収支の部 0
　１．財務活動収入 0
　　　財務活動収入計 0
　２．財務活動支出 0
　　　財務活動支出計 0
　　　　財務活動収支差額 0
Ⅳ．予備費支出 936,303収支の約2.6%程度を計上。
　　　　当期収支差額 -1,272,903
　　　　前期繰越収支差額 1,272,903
　　　　次期繰越収支差額 0 　

｢(財)やまぎん地域企業助成基金｣平成２４年度収支予算書
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日



(単位：円)
科　　　目  予算額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　　①基本財産運用収入 80,000
　　　基本財産利息収入 80,000譲渡性預金利息　金額2億円　期間1年、利率0.04%
　　②寄付金収入 33,000,000
　　　寄付金収入 33,000,000山口銀行よりの寄付金
  　③ 雑収入 500
　　　受取利息 500普通預金利息0.02％
　　　その他 0
  　　事業活動収入計 (A) 33,080,500
　２．事業活動支出
　　①事業費支出 23,321,000
　　　助成金支出 20,000,000助成金２０社
　　　記念品支出 1,680,000受賞企業記念品
　　　表彰式 700,000表彰式開催費用
　　　会議費 21,000選考委員会　食事代
　　　諸手当 120,000選考委員会　日当
　　　旅費交通費 500,000選考委員会･表彰式　旅費
　　　交流会費 300,000講演会
　　　広告宣伝費 0 助成基金新聞広告費用
　　②管理費支出 10,639,000
　　　人件費 10,000,000人件費戻入 
　　　消耗品費 2,000事務用品
　　　通信運搬費 90,000案内等発送料・ホームページ利用料
　　　会議費 16,000理事会･評議員会　食事代　　　　　　
　　　諸手当 80,000理事会･評議員会･会計監査　　日当　　　　　
　　　旅費交通費 100,000理事会･評議員会旅費　　事務局出張旅費　　　
　　　公租公課 71,000市県民税
　　　雑費 280,000退任役員記念品代・ホームページ更新料・登記印紙代・その他
　　　事業活動支出計 33,960,000
　　　　事業活動収支差額 -879,500
Ⅱ．投資活動収支の部 0
　１．投資活動収入 0
　　　投資活動収入計 0
　２．投資活動支出 0
　　　投資活動支出計 0
　　　　投資活動収支差額 0
Ⅲ．財務活動収支の部 0
　１．財務活動収入 0
　　　財務活動収入計 0
　２．財務活動支出 0
　　　財務活動支出計 0
　　　　財務活動収支差額 0
Ⅳ．予備費支出 0
　　　　当期収支差額 -879,500
　　　　前期繰越収支差額 2,371,272
　　　　次期繰越収支差額 1,491,772　

｢(財)やまぎん地域企業助成基金｣平成２３年度収支予算書
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日



(単位：円)
科　　　目  予算額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　　①基本財産運用収入 240,000
　　　基本財産利息収入 240,000譲渡性預金利息　金額2億円　期間1年、利率0.04%
　　②寄付金収入 36,000,000
　　　寄付金収入 36,000,000山口銀行よりの寄付金
  　③ 雑収入 5,000
　　　受取利息 5,000普通預金利息0.02％
　　　その他 0
  　　事業活動収入計 (A) 36,245,000
　２．事業活動支出
　　①事業費支出 23,850,000
　　　助成金支出 20,000,000助成金２０社
　　　記念品支出 1,800,000受賞企業記念品
　　　表彰式 1,000,000表彰式開催費用
　　　会議費 50,000選考委員会　食事代
　　　諸手当 100,000選考委員会　日当
　　　旅費交通費 600,000選考委員会･表彰式　旅費
　　　交流会費 300,000講演会
　　　広告宣伝費 0 助成基金新聞広告費用
　　②管理費支出 12,850,000
　　　人件費 12,000,000人件費戻入 
　　　消耗品費 100,000事務用品
　　　通信運搬費 150,000案内等発送料・ホームページ利用料
　　　会議費 50,000理事会･評議員会　食事代　　　　　　
　　　諸手当 150,000理事会･評議員会･会計監査　　日当　　　　　
　　　旅費交通費 100,000理事会･評議員会旅費　　事務局出張旅費　　　
　　　公租公課 100,000市県民税
　　　雑費 200,000退任役員記念品代・ホームページ更新料・登記印紙代・その他
　　　事業活動支出計 36,700,000
　　　　事業活動収支差額 -455,000
Ⅱ．投資活動収支の部 0
　１．投資活動収入 0
　　　投資活動収入計 0
　２．投資活動支出 0
　　　投資活動支出計 0
　　　　投資活動収支差額 0
Ⅲ．財務活動収支の部 0
　１．財務活動収入 0
　　　財務活動収入計 0
　２．財務活動支出 0
　　　財務活動支出計 0
　　　　財務活動収支差額 0
Ⅳ．予備費支出 0
　　　　当期収支差額 -455,000
　　　　前期繰越収支差額 2,616,729
　　　　次期繰越収支差額 2,161,729　

｢(財)やまぎん地域企業助成基金｣平成２２年度収支予算書
平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日



(単位：円)
科　　　目  予算額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　　①基本財産運用収入 600,000
　　　基本財産利息収入 600,000譲渡性預金利息　金額2億円　期間1年、利率0.04%
　　②寄付金収入 36,000,000
　　　寄付金収入 36,000,000山口銀行よりの寄付金
  　③ 雑収入 5,000
　　　受取利息 5,000普通預金利息0.02％
　　　その他 0
  　　事業活動収入計 (A) 36,605,000
　２．事業活動支出
　　①事業費支出 25,800,000
　　　助成金支出 20,000,000助成金２０社
　　　記念品支出 2,000,000受賞企業記念品
　　　表彰式 1,000,000表彰式開催費用
　　　会議費 100,000選考委員会　食事代
　　　諸手当 100,000選考委員会　日当
　　　旅費交通費 600,000選考委員会･表彰式　旅費
　　　交流会費 1,000,000講演会
　　　広告宣伝費 1,000,000助成基金新聞広告費用
　　②管理費支出 12,900,000
　　　人件費 12,000,000人件費戻入 
　　　消耗品費 100,000事務用品
　　　通信運搬費 150,000案内等発送料・ホームページ利用料
　　　会議費 100,000理事会･評議員会　食事代　　　　　　
　　　諸手当 150,000理事会･評議員会･会計監査　　日当　　　　　
　　　旅費交通費 100,000理事会･評議員会旅費　　事務局出張旅費　　　
　　　公租公課 100,000市県民税
　　　雑費 200,000退任役員記念品代・ホームページ更新料・登記印紙代・その他
　　　事業活動支出計 38,700,000
　　　　事業活動収支差額 -2,095,000
Ⅱ．投資活動収支の部 0
　１．投資活動収入 0
　　　投資活動収入計 0
　２．投資活動支出 0
　　　投資活動支出計 0
　　　　投資活動収支差額 0
Ⅲ．財務活動収支の部 0
　１．財務活動収入 0
　　　財務活動収入計 0
　２．財務活動支出 0
　　　財務活動支出計 0
　　　　財務活動収支差額 0
Ⅳ．予備費支出 6,043
　　　　当期収支差額 -2,101,043
　　　　前期繰越収支差額 2,101,043
　　　　次期繰越収支差額 0 　

｢(財)やまぎん地域企業助成基金｣平成２１年度収支予算書
平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日



(単位：円)
科　　　目  予算額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入
　　①基本財産運用収入 800,000
　　　基本財産利息収入 800,000譲渡性預金利息　金額2億円　期間1年、利率0.04%
　　②寄付金収入 39,000,000
　　　寄付金収入 39,000,000山口銀行よりの寄付金
  　③ 雑収入 10,000
　　　受取利息 10,000普通預金利息0.02％
　　　その他 0
  　　事業活動収入計 (A) 39,810,000
　２．事業活動支出
　　①事業費支出 30,800,000
　　　助成金支出 20,000,000助成金２０社
　　　記念品支出 2,000,000受賞企業記念品
　　　表彰式 1,000,000表彰式開催費用
　　　会議費 100,000選考委員会　食事代
　　　諸手当 100,000選考委員会　日当
　　　旅費交通費 600,000選考委員会･表彰式　旅費
　　　交流会費 1,000,000講演会
　　　25周年記念事業 5,000,000
　　　広告宣伝費 1,000,000助成基金新聞広告費用
　　②管理費支出 13,400,000
　　　人件費 12,000,000人件費戻入 
　　　消耗品費 100,000事務用品
　　　通信運搬費 150,000案内等発送料・ホームページ利用料
　　　会議費 250,000理事会･評議員会　食事代　　　　　　
　　　諸手当 250,000理事会･評議員会･会計監査　　日当　　　　　
　　　旅費交通費 300,000理事会･評議員会旅費　　事務局出張旅費　　　
　　　公租公課 100,000市県民税
　　　雑費 250,000退任役員記念品代・ホームページ更新料・登記印紙代・その他
　　　事業活動支出計 44,200,000
　　　　事業活動収支差額 -4,390,000
Ⅱ．投資活動収支の部 0
　１．投資活動収入 0
　　　投資活動収入計 0
　２．投資活動支出 0
　　　投資活動支出計 0
　　　　投資活動収支差額 0
Ⅲ．財務活動収支の部 0
　１．財務活動収入 0
　　　財務活動収入計 0
　２．財務活動支出 0
　　　財務活動支出計 0
　　　　財務活動収支差額 0
Ⅳ．予備費支出 1,202,833
　　　　当期収支差額 -5,592,833
　　　　前期繰越収支差額 5,592,833
　　　　次期繰越収支差額 0 　

｢(財)やまぎん地域企業助成基金｣平成２０年度収支予算書
平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日


