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項目 内訳 予算額 実績額

寄付 会費収入時 30,000 0

後援会育成基金 500,000 640,000

会費収入 定時総会 0 0

合格祝賀会 400,000 0

雑収入 受取利息・仮受金 0 15,906

当期収入合計 930,000 655,906

Ⅰ 収入の部 （単位：円）

キャッシュレ
ス還元15,900円

なお、2021年1月～3月にかけて、会費カード自動引き落としにより73万円収
入があります（報告事項参照）。
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項目 内訳 予算額 実績額

通信費 案内状ハガキ印刷等 40,000 20,160

総会・祝賀会費 定時総会 0 0

総会・祝賀会費 合格祝賀会 300,000 0

交流費 他大学との交流会等 0 0

役員・幹事会費 25,000 0 

大学授業支援費 後援会を経由しない直接
支援（ゲストお礼等）

120,000 0

後援会育成基金 500,000 640,000

研修会費 講演会等 70,000 0

その他 HP維持管理費用等 6,000 0

当期支出合計 991,000 660,160

Ⅱ 支出の部 （単位：円）
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項目 予算額 実績額

当期収入計(A) 930,000 655,906

当期支出計(B) 991,000 660,160

当期収支差額(A-B) ▲61,000 ▲4,254

前期繰越残高(C) 700,258 700,258

次期繰越残高(A-B+C) 639,258 696,004

Ⅲ 収支差額／繰越残高 （単位：円）



第1号議案 (2)監査報告

私、監事は令和２年度の一般会計収支報告書

を監査した結果、適正であることを認めます。

2021年6月21日

公認会計士如水会 監事 松下典弘



第２号議案 予算案 1/3

項目 内訳 予算額

寄付 後援会育成基金 500,000

会費収入 自動引き落とし 800,000

上記以外 0

当期収入合計 1,300,000

Ⅰ 収入の部 （単位：円）
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項目 内訳 予算額

通信費 案内状ハガキ購入 40,000

総会・祝賀会費 総会 0

総会・祝賀会費 合格祝賀会（令和2&3年度）2回分 600,000

交流費 他大学・在校生との交流等 100,000

役員・幹事会費 0

大学授業支援費 後援会育成基金を通さないもの 200,000

後援会育成基金 500,000

研修会費 50,000

その他 HP維持管理費用等 12,000

当期支出合計 1,502,000

Ⅱ 支出の部 （単位：円）

昨年度、大学授業支援
のための入金事務作業
ができなかったため、
当年度に20万円支援
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項目 予算額

収入計(A) 1,300,000

支出計(B) 1,502,000

収支差額(A-B) ▲202,000

前期繰越残高(C) 696,004

次期繰越残高(A-B+C) 494,004

Ⅲ 収支差額／繰越残高 （単位：円）



報告事項 会費自動引き落とし

昨年度、総会時にご案内した「会費自動引
き落とし」について、

49名のご賛同

総額73万円

の会費収入となりました。



報告事項 会費自動引き落とし
氏名(敬称略) 卒年 氏名（敬称略） 卒年

高柳 清 昭３０商 西田 俊之 平３社

田辺 正直 昭３３商 中田 宏高 平３法
小塚 埜武寿 昭４１商 曽我辺 美保子 平４経

梅田 常和 昭４３商 松下 典弘 平４商
二村 隆章 昭４７商 梅木 典子 平４商

永井 乙彦 昭４９経 秋宗 勝彦 平５商
渡邉 和紀 昭５０社 井尾 稔 平５商

佐々 誠一 昭５１商 鈴木 泰司 平５商
小宮山 賢 昭５１商 染葉 真史 平５商

船山 雅史 昭５１商 倉持 奈美子 平６経
土方 周明 昭５２商 深田 豊大 平６商

相川 光生 昭５３経 中村 進 平７経
原田 晋一 昭５３商 九鬼 聡 平７商

鹿島 かおる 昭５６商 窪田 真 平７商
西山 都 昭５８商 大澤 弘之 平９商

吉田 波也人 昭５８商 長谷川 英司 平９商
谷津 範之 昭５８商 矢野 貴詳 平９経

松尾 浩明 昭５８経 友野 敦史 平１０商
草加 健司 昭５９商 鈴木 紳 平１０商

加藤 真美 昭６１商 近藤 正和 平１８商
伊藤 志保 昭６２商 富山 輔 平１９院経

千々松 英樹 昭６３商 小川 智史 平２５経
榎本 尚子 昭６３商 本木 敬一 平２７社

小笠原 直 平１経 小澤 弘季 平３１商


