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平成 26年度　事業報告・決算報告

　　　

科　　目 当年度 前年度 増　　減
Ⅰ一般正味財産増減の部
　⒈ 経常増減の部
　　⑴経常収益
　　　①特定資産運用益
　　　②受取入会金
　　　③受取会費
　　　④事業収益
　　　⑤受取寄付金
　　　⑥総会・懇親会収入
　　　⑦雑収益
　　　　　経常収益計
　　⑵経常費用
　　　①事業費
　　　②管理費
　　　　　経常費用計
　　　　　当期経常増減額
　⒉経常外増減の部
　　⑴経常外収益
　　　特別会計より繰入
　　　　　経常外収益計
　　⑵経常外費用
　　　特別会計へ繰入
　　　固定資産評価損
　　　　経常外費用計
　　　　当期経常外増減額
　　　　当期一般正味財産増減額
　　　　一般正味財産期首残高
　　　　一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
Ⅲ正味財産期末残高 

13,783
322,400
7,155,266
51,950
297,360
1,537,000
404,552
9,782,311

6,730,298
6,131,942
12,862,240
△3,079,929

0
0

0
320,444
320,444

△320,444
△3,400,373
191,817,828
188,417,455

0
188,417,455

　　　　　

　　　　

正味財産増減計算書
　　　　平成26年4月1日から平成27年3月31日まで （単位:円）

29,288
323,000
6,812,000
74,350

1,368,885
1,541,000
210,524

10,359,047

6,584,846
5,227,231
11,812,077
△1,453,030

0
0

16,774,278
508,857

17,283,135
△17,283,135
△18,736,165
210,553,993
191,817,828

0
191,817,828

△15,505
△600
343,266
△22,400

△1,071,525
△4,000
194,028

△576,736

145,452
904,711
1,050,163

△1,626,899

0
0

△16,774,278
△188,413

△16,962,691
16,962,691
15,335,792

△18,736,165
△3,400,373

0
△3,400,373

貸借対照表
平成27年3月31日現在 （単位：円）

科       目 当 年 度 前 年 度 増　減
Ⅰ資産の部
　⒈流動資産
　　　　流動資産合計
　⒉固定資産
　　⑴基本財産
　　⑵特定資産
　　⑶その他固定資産
　　　　固定資産合計
　　　　資産合計
Ⅱ負債の部
　　　　負債合計
Ⅲ正味財産の部
　⒈一般正味財産
　　　（うち基本財産への充当額）
　　　（うち特定資産への充当額）
　　　　正味財産合計
　　　　負債及び正味財産合計

23,891,371
23,891,371

26,566,845
71,458,700
66,500,539
164,526,084
188,417,455

0

188,417,455
（26,566,845）
（71,458,700）
188,417,455
188,417,455

25,127,556
25,127,556

26,786,474
71,432,902
68,470,896
166,690,272
191,817,828

0

191,817,828
（26,786,474）
（71,432,902）
191,817,828
191,817,828

△1,236,185
△1,236,185

△219,629
25,798

△1,970,357
△2,164,188
△3,400,373

0

△3,400,373
△219,629
25,798

△3,400,373
△3,400,373

財務諸表に対する注記
⒈重要な会計方針
　⑴固定資産の減価償却の方法
　　建物

　⑵消費税等の会計処理
　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
⒉基本財産及び特定資産の増減額及びその残高　　　　　　　　

平成 19 年 4 月 1 日以後事業の用に供した減価償却資産に係る定額法
新会計基準（平成 16 年改正基準）適用初年度の期首の帳簿価額を取得
価額とみなし、適用初年度から実施することとした。
この減価償却を実施するに際して適用する耐用年数は、新規に取得
した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。

科　 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産

　土　　　地
　　　　　　　小　計
特定資産
　奨学資金引当預金
　減価償却引当預金
　奨学資金貸付金
　教育振興助成貸付金
　　　　　　　小　計
　　　　　　　合　計

（単位：円）

26,786,474
26,786,474

16,542,450
11,218,452
40,672,000
3,000,000
71,432,902
98,219,376

1,869,742
5,000,000

6,869,742
6,869,742

※１
    219,629
219,629

488,944

5,355,000
1,000,000
6,843,944
7,063,573

26,566,845
26,566,845

16,053,506
13,088,194
40,317,000
2,000,000
71,458,700
98,025,545

（注）※ 1　土地の当期減少額は、固定資産税評価額における評価損の計上額である。

１. 平成26年度通常総会
　　　　　日時　平成26年6月7日（土）午後5時から
　　　　　場所　松本勤労者福祉センター
　　　　　　　＊ 来賓　18名　　出席者　226名
　　　　　　　＊ 平成25年度事業報告、決算報告及び監査報告　　
　　　　　　　＊ 平成26年度事業計画及び予算案審議　　
　　　　　　　＊ 母校創立90周年記念事業・決算報告
　　　　　　　＊ 代表理事変更
　　　 　　　　　全議案原案どおり承認
　　　 　　　　　終了後　懇親会（担当高42生）盛会裡に終了
２. 育英奨学金の貸与および返還事務
　　　26年度貸与者
　　　継続　7名・新規　3名（選考委員会　26年3月26日）
　　　26年度返済者　　返済　21名・猶予　1名
３. 母校教育助成　　学習環境の整備　100万円
　　　新入生・卒業生へ記念品贈呈
　　（新－校歌・応援歌ＣＤ、卒－印鑑セット）　
４. 同窓会費納入の促進
　　　会費納入の依頼（同期会・支部会にて）
５. 母校愛のリレー
　　　平成26年4月19日　高36回生（縣陵山麓会）
６. 「同窓会報」第32号発行
　　　発行日　　5月15日　発行部数　21,025部
　　　会員送付　5月25日（含在校生・職員・旧職員）

７. 学校・同窓会・ＰＴＡ連絡協議会の開催
８. 支部組織への助成　　　　　
　　　東京同窓会　　他22支部
９. 各種団体連絡会の推進
　　　第21回賀詞交歓会　
　　　平成27年1月3日（土）　出席者　161名
　　　　　　　　　　　　　  場所　ホテルモンターニュ松本
10. 第12回県陵親睦ゴルフコンペへの協力
　　　平成26年5月18日（日）　浅間カントリークラブ
11. ホームページ更新業務　　　http://kenryo.org　に変更
メールアドレス　　　　　　info@kenryo.org　 に変更

12. 同窓会館・陵友館の運営および維持管理
　　　年間利用 150件・定期利用茶道部（72回）
　　　かるた同好会（14回）　　　　　
　　　陵友館利用　延　3,556名
13. 同窓会関係資料の収集および展示・管理
　　　寄贈図書　延59冊　　寄贈資料　22点　　寄贈複製画　1点
14. 年間の各会議
　　　総会１回、監査会１回、法人理事会３回、常任理事会２回
　　　広報部会７回、企画部会３回、育英部会（選考委員会含む）
　　　２回、財産管理部会１回、役員合同部会２回、中高一貫会
　　　議１回、新卒年次理事説明会１回、愛のリレー引継会１回
　　　総会懇親会引継会１回

白虹会
3年　岡村 鞠子


