
 平成  年度決算報告  平成  年度予算 

 各会計   収支  各会計   収支 

一般会計   年度予算   年度決算 差異 一般会計   年度予算

前期繰越                    前期繰越          

事業収入 事業収入

入会金                            名予定    名実績 入会金             名予定

会費    会費  

  他      他  

小計                         小計          

事業外収入 事業外収入

普通預金利息      普通預金利息  

定期預金利息            定期預金利息  

小計            小計  

本年度収入総額                         本年度収入総額          

事業支出 事業支出

同窓会総会    同窓会総会  

学年同窓会補助                       回生 学年同窓会補助        

旅費交通費    旅費交通費  

通信費               通信費       

荷造送料    荷造送料  

広報費                 広報費        

会議費               会議費       

消耗品費    消耗品費  

図書費    図書費  

支払手数料    支払手数料  

諸会費    諸会費  

事務用品費               事務用品費       

役員渉外費                 役員渉外費        

在校生活動支援特別会計繰入                        名予定    名実績 在校生活動支援特別会計繰入        

予備費                     予備費          

小計                           小計          

在校生活動支援特別会計

 平成  年度制度変更前 全国大会等 出場 帯同  生徒 交通費     県費  費 支出   個人負担   場合 同窓会       現物負担 現金給付     

 平成  年度制度変更後   神奈川県大会経 関東大会 出場  場合 関東大会出場祝金     円支給   

                 関東大会経 全国大会 出場  場合 全国大会出場祝金     円支給   

                全国大会 帯同  生徒 交通費     公費  費   他補助 一切支出   個人負担   場合 事前申請   同窓会       現物負担 事後申請 現金給付 不可 

収入   年度予算   年度決算 差異 一般会計   年度予算

前年度  繰越額                    前年度  繰越額          

一般会計  繰入                     一般会計  繰入        

支出 支出

全国大会補助                      全国大会補助        

関東大会補助                     関東大会補助        

翌年度 繰越額                          翌年度 繰越額          

定期総会  周年事業特別会計

創立  周年 平成  年  向 当初   万円拠出  平成  年度 平成  年度  毎年   万円  積 立  総額    万円 記念事業原資   

  年度代表委員会           校舎再築 方向性 確認    事業実施        

収入   年度予算   年度決算 差異 一般会計   年度予算

前年度  繰越額                      前年度  繰越額           

支出 支出

次年度繰 越                      次年度繰 越           

平成  年 月  日現在 未払費用 通信費      円 総務 事務費      円 学年同窓会補助        円

       



 執行状況 

  各会計   収支   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算

一般会計

前期繰越                                                                                                                                         

事業収入

入会金                                                                                                                                        

会費                         

  他                                      

小計                                                                                                                                        

事業外収入

普通預金利息                                                 

定期預金利息                                                                               

小計                                                                                

本年度収入総額                                                                                                                                         

事業支出

同窓会総会                                  

学年同窓会補助                                 

職員餞別                      

旅費交通費                

通信費                                                    

荷造送料                    

広報費                

会議費                    

消耗品費                      

図書費                

支払手数料                    

諸会費                

事務用品費                                      

役員渉外費                          

在校生活動支援特別会計繰入                                                                                                            

定期総会特別会計繰入                                                                                                    

  周年記念誌   発行負担金          

予備費                

小計                                                                                                                                   

次期繰越                                                                                                                                        

在校生活動支援特別会計   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算

 平成  年度制度変更前 全国大会等 出場 帯同  生徒 交通費     県費  費 支出   個人負担   場合 同窓会       現物負担 現金給付     

収入

前年度  繰越額                                                                                                                                

一般会計  繰入                                                                                                            

支出

全国大会補助                                                            

関東大会補助                                           

翌年度 繰越額                                                                                                                                        

定期総会  周年事業特別会計   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算

創立  周年 平成  年  向 当初   万円拠出  平成  年度 平成  年度  毎年   万円  積 立  総額    万円 記念事業原資   

収入

前年度  繰越額                                                                                                                                         

一般会計  繰入                                                                                                        

支出

次期 積 立                                                                                                                                                  

合計                                                                                                                                                       

  資産   負債   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算額   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算   年度決算

流動資産

現金                                    

静岡中央銀行普通預金                                                                                                                                          

静岡中央銀行定期預金                                                                                                                                        

    銀行定額貯金                                                                                           

流動負債

仮受金                      

未払費用                                                     

合計                                                                                                                                                       

平成  年 月  日現在 未払費用 通信費      円 総務 事務費      円 学年同窓会補助        円


