
一般会計

会費収入 52,169,500 総務費 21,444,343
入会金収入 200,000 　一般管理費 16,156,864
その他の収入 5,074,033 　業務管理費 1,776,025
　臨時収入 105,000 　会議費 3,511,454
　雑収入 4,969,033 事業費 20,858,237

　会議費 181,520
　調査研究費 583,680
　指導啓発費 8,631,947
　広報費 1,999,340
　負担金 9,461,750
諸支出金 2,937,918
　財産取得費 164,800
　積立金 1,460,000
　慶弔慰費 25,000
　その他の支出 1,288,118
予備費 0

繰越金 41,707,085 次期繰越金 53,910,120

合計 99,150,618 合計 99,150,618

（単位　円）

現金・預金 54,483,244 仮受金 354,000
不動産 12,838,937 預り金 196,685
積立金 6,200,000 未払金 37,439
未収金 15,000
仮払金 0
合計 73,537,181 合計 588,124

72,949,057

令和3年度各種決算

令和3年度 一般会計収入支出決算書

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

一般会計財産目録の要旨

収入の部 支出の部

収支決算書の要旨

（令和4年3月31日現在）

資産の部 負債の部

差引正味財産



特別会計

頒布収入 3,029,060 印刷費 1,840,802
雑収入 269,571 事務費 772,358

給付金 870,866
予備費 0

繰越金 3,084,678 次期繰越金 2,899,283

合計 6,383,309 合計 6,383,309

（単位　円）

現金・預金 2,942,910 未払金 79,487
期末残高 1,407,911 仮受金 0
未収金 35,860 預り金 0
立替金 0
仮払金 0

合計 4,386,681 合計 79,487
4,307,194

（単位　円）
頒布代金 3,029,060
頒布原価 1,875,662
頒布総差額 1,153,398
物件費 268,228
頒布差額 885,170
業務外損益 265,441
当期剰余金 1,150,611

（単位　円）

繰入金 460,000 共済会費 360,000
受取利息 0 退職金 0
前年度繰越金 908,372 次年度繰越金 10,008,372

合計 1,368,372 合計 10,368,372

（単位　円）
資産の部 1,008,372
　普通預金 1,008,372
　定期預金 0

（単位　円）
掛金累計 2,930,000
積立金 2,880,500

福利厚生共済特別会計財産目録の要旨

収入の部 支出の部

令和3年度 福利厚生共済特別会計収入支出決算書
収支決算書の要旨

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

（令和4年3月31日現在）

令和3年度 職員退職積立金特別会計収入支出決算書の要旨

（令和4年3月31日現在）

資産の部 負債の部

正味財産

福利厚生共済特別会計損益計算書の要旨

特定退職金共済制度の要旨（新潟商工会議所）
（令和4年3月31日現在）

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

収入の部 支出の部

財産目録の要旨
（令和4年3月31日現在）



（単位　円）

繰入金 1,200,000 通信費 42,604
受取利息 12 印刷費 30,800
相談料等 49,500 消耗品費 0
雑収入 0 図書費 18,524

会議費 471,040
事業費 505,966
運営費 62,420
雑費 3,100
予備費 0

繰越金 1,714,597 次期繰越金 1,829,655
合計 2,964,109 合計 2,964,109

（単位　円）

　現金 65,034
　普通預金 1,064,621
　定期預金 700,000

合計 1,829,655 合計 0
1,829,655

令和3年度 境界センター特別会計収入支出決算書の要旨

正味財産

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

財産目録の要旨
（令和4年3月31日現在）

資産の部 負債の部

収入の部 支出の部



一般会計

会費収入 51,678,000 総務費 25,306,600
入会金収入 250,000 　一般管理費 16,859,600
その他の収入 4,962,500 　業務管理費 3,027,000
　臨時収入 90,000 　会議費 5,420,000
　雑収入 4,872,500 事業費 30,174,200

　会議費 1,640,000
　調査研究費 1,967,000
　指導啓発費 12,873,200
　広報費 4,171,000
　負担金 9,523,000
諸支出金 4,016,600
　財産取得費 500,000
　積立金 1,580,000
　慶弔慰費 50,000
　その他の支出 1,886,600
予備費 51,303,220

繰越金 53,910,120

合計 110,800,620 合計 110,800,620

特別会計

（単位　円）

頒布収入 3,000,000 印刷費 2,000,000
雑収入 200,100 事務費 705,000

給付金 2,555,000
予備費 839,383

繰越金 2,899,283

合計 6,099,383 合計 6,099,383

令和4年度各種予算

令和4年度 一般会計収入支出予算書

（自令和4年4月1日　至令和5年3月31日）

収入の部 支出の部

収支予算書の要旨

令和4年度 福利厚生共済特別会計収入支出予算書
収支予算書の要旨

（自令和4年4月1日　至令和5年3月31日）

収入の部 支出の部



（単位　円）

繰入金 480,000 共済会費 360,000
受取利息 0 退職金 1,122,298
前年度繰越金 1,008,372 次年度繰越金 6,074

合計 1,488,372 合計 1,488,372

（単位　円）

繰入金 1,200,000 通信費 106,000
受取利息 10 印刷費 40,000
相談料等 589,000 消耗品費 30,000
雑収入 0 図書費 100,000

会議費 898,000
事業費 1,207,000
運営費 614,000
雑費 20,000
予備費 603,665

前年度繰越金 1,829,655

合計 3,618,665 合計 3,618,665

収入の部 支出の部

令和4年度 境界センター特別会計収入支出予算書の要旨
（自令和4年4月1日　至令和5年3月31日）

令和4年度 職員退職積立金特別会計収入支出予算書の要旨
（自令和4年4月1日　至令和5年3月31日）

収入の部 支出の部
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