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２０２２年度前期予算案 

 

＜予想される２０２１年度後期決算修正＞ 

２０２１年度後期修正前繰越金  ￥１，１７４，５５５ 

収入  ２０２１年度後期会費  ￥４５，０００  (￥３,０００×１５) 

 2021年度後期会費(33期)   ￥３，０００  (￥１,５００×２) 

           入会費  ￥１２，０００ 

             計  ￥６０，０００ 

 

支出       なし 

 

修正後予想後期繰越金 

 ￥１，１７４，５５５＋￥６０，０００＝￥１，２３４，５５５ 

 

 

＜２０２２年度前期予算案＞ 

２０２０年度修正後後期繰越金  ￥１，２３４，５５５ 

収入         入会金  ￥６０,０００   （￥２,０００×３０) 

２０２１年度前期会費  ￥４０２，０００  （￥３,０００×１３４） 

             計  ￥４６２，０００ 

 

支出       施設利用料  ￥１５０，０００ 

           弓具費  ￥３０,０００ 

           印刷費  ￥１,０００ 

           交通費  ￥５，０００ 

文具費  ￥２,０００ 

           郵送費  ￥５,０００ 

       オリエン関連費  ￥７,０００ 

             計  ￥２００，０００ 

２０２１年度前期繰越金 

 ￥１，２３４，５５５＋￥４６２，０００―￥２００，０００ 

＝￥１，４９６，５５５ 

 

２０２１年 12月 11日締め 同日作成 



２０２２年度前期決算報告 

 

<２０２１年度後期決算修正> 

 ２０２１年度後期修正前繰越金  ￥１，１７４，５５５ 

 

収入  ２０２１年度後期会費  ￥０  (￥３,０００×０) 

  2021年度後期会費(33,34期)  ￥０  (￥１,５００×０) 

             雑益  ￥１５，０５１ 

              計  ￥１５，０５１ 

 支出       施設利用料  ￥２５，６８０ 

              計  ￥２５，６８０ 

２０２１修正後後期繰越金 

 ￥１，１７４，５５５＋￥１５，０５１－￥２５，６８０＝￥１，１６３，９２６ 

 

<２０２２年度前期決算> 

２０２１年度修正後後期繰越金  ￥１，１６３，９２６ 

 

収入          利息  ￥５ 

    ２０２２年度前期会費  ￥４３５，０００（￥３,０００×１４５） 

           入会金  ￥１５６，０００（￥２,０００×７８） 

施設利用料返却金  ￥３，２５０ 

             計  ￥５９４，２５５ 

 

支出       施設利用料  ￥８１，７８０ 

           弓具費  ￥０ 

           文具費  ￥１，０３６ 

       追いコン関連費  ￥１０１，９７０ 

手数料  ￥４９０ 

システム開発費  ￥５，０００ 

             計  ￥１９０，２７６ 

 

 ２０２２年度前期繰越金 

￥１，１６３，９２６＋￥５９４，２５５－￥１９０，２７６ 

＝￥１，５６７，９０５ 

２０２２年７月２日締め 同日作成 



2022年度前期決算

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

31 15,051 雑益 27 25,680 施設利用料 世田谷 用賀 預金 1,141,019
15,051 計 25,680 計 現金 33,536

期首金 1,174,555

収入 15,051
計 15,051 計 25,680 支出 25,680

変動額 -10,629
雑益 ¥15,051 施設使用料 25,680 繰越金 1,163,926

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

預金 1,130,390
0 計 0 計 現金 33,998

期首金 1,164,388

収入 0
支出 0
変動額 0
繰越金 1,164,388

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

21 5 利息 28 16,260 施設利用料 世田谷 預金 1,130,390
5 計 16,260 計 現金 33,998

期首金 1,164,388

収入 5
支出 16,260
変動額 -16,255
繰越金 1,148,133

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

28 3,250 施設利用料返却金 駒沢 預金 1,114,135
3,250 計 現金 33,998

期首金 1,148,133

収入 3,250
支出 0
変動額 3,250
繰越金 1,151,383

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

26 37,920 施設利用料 世田谷 預金 1,117,385
0 計 37,920 計 現金 33,998

期首金 1,151,383

収入 0
支出 37,920
変動額 -37,920
繰越金 1,113,463

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

6 3,000 22年度前期会費 佐々木優太 4 101,970 追いコン関連費 牧之瀬（総務） 食事代、プレゼント代 預金 1,079,465
7 5,000 入会金及び22前期会費 茂木 492 文具費 遠藤（財務） ノート、領収証代 現金 33,536
8 5,000 〃 寺澤 5,000 システム開発費 大久保 期首金 1,113,001
9 5,000 〃 斎藤 490 手数料 収入 560,000

5,000 〃 竹下 107,952 計 支出 107,952
3,000 22年度前期会費 佐藤 変動額 452,048
5,000 入会金及び22前期会費 山口 繰越金 1,565,049

11 5,000 〃 野尻
5,000 〃 永田
5,000 〃 中林

12 5,000 〃 丹野
5,000 〃 野々原

14 5,000 〃 高梨
15 3,000 22年度前期会費 大久保
16 5,000 入会金及び22前期会費 梶原

5,000 〃 広渡

12月収入 12月支出

3月収入 3月支出

1月収入 1月支出

2月収入 2月支出

4月収入 4月支出

5月収入 5月支出



17 3,000 22年度前期会費 小笠原
18 3,000 〃 早川

3,000 〃 西脇
19 5,000 入会金及び22前期会費 中谷

5,000 〃 山崎
5,000 〃 高砂

20 5,000 〃 石井
3,000 22年度前期会費 藤原
3,000 〃 牧之瀬
3,000 〃 権藤
3,000 〃 浜名
5,000 入会金及び22前期会費 岡部

21 5,000 〃 清水
3,000 22年度前期会費 八巻

22 5,000 入会金及び22前期会費 木津
3,000 22年度前期会費 早間

23 5,000 入会金及び22前期会費 森
5,000 〃 河原
3,000 22年度前期会費 伊藤
3,000 〃 杉山
3,000 〃 沼口
5,000 和田
5,000 入会金及び22前期会費 岡
5,000 〃 伊藤みさこ

24 5,000 〃 郡山
5,000 〃 加藤

25 5,000 〃 伊藤
3,000 22年度前期会費 飯田
3,000 〃 なかと
5,000 入会金及び22前期会費 鈴木
5,000 〃 石橋

26 3,000 22年度前期会費 森山
5,000 入会金及び22前期会費 朴
5,000 〃 溝口
5,000 〃 梅田
3,000 22年度前期会費 滝沢
3,000 〃 細川
3,000 〃 有馬
5,000 入会金及び22前期会費 山下
3,000 22年度前期会費 名越
5,000 入会金及び22前期会費 竹本
5,000 〃 河合
3,000 22年度前期会費 南

27 3,000 〃 霞末
5,000 入会金及び22前期会費 田中
3,000 22年度前期会費 伊能
5,000 入会金及び22前期会費 大貫
5,000 〃 枝松
3,000 22年度前期会費 藤田

28 3,000 〃 金井
3,000 〃 豊田
5,000 入会金及び22前期会費 田村
5,000 〃 岡田

29 3,000 22年度前期会費 寺見
5,000 入会金及び22前期会費 鈴木
5,000 〃 渡辺
5,000 〃 山本
3,000 22年度前期会費 藤森
3,000 〃 吉岡
3,000 〃 田島
5,000 入会金及び22前期会費 山城

30 5,000 〃 駒崎
5,000 〃 青柳
5,000 〃 黒田
3,000 22年度前期会費 宮田
3,000 〃 峰島
3,000 〃 井出
5,000 入会金及び22前期会費 島田
5,000 〃 堀江
3,000 22年度前期会費 西島
5,000 入会金及び22前期会費 津島
3,000 22年度前期会費 木脇
5,000 入会金及び22前期会費 榎本
3,000 22年度前期会費 忠内
3,000 〃 坂本
3,000 〃 平井
5,000 入会金及び22前期会費 高橋
3,000 22年度前期会費 渡辺
5,000 入会金及び22前期会費 吉沢
3,000 22年度前期会費 村瀬
5,000 入会金及び22前期会費 前橋
3,000 22年度前期会費 佐々木
5,000 入会金及び22前期会費 菊池
5,000 〃 古知
3,000 22年度前期会費 古川
5,000 入会金及び22前期会費 島田
5,000 〃 田部井
3,000 22年度前期会費 西
5,000 入会金及び22前期会費 渡貫
3,000 22年度前期会費 大山
3,000 〃 山本



3,000 〃 奥本
3,000 〃 一色
3,000 〃 小泉
3,000 〃 小西
3,000 〃 衣川
3,000 〃 筒井
3,000 〃 遠藤
3,000 〃 小川
3,000 〃 岸
5,000 入会金及び22前期会費 森口
3,000 22年度前期会費 小山
3,000 〃 白石
3,000 〃 則兼
5,000 入会金及び22前期会費 三浦
3,000 22年度前期会費 瀧澤
5,000 入会金及び22前期会費 渡辺
5,000 〃 張
5,000 〃 戸澤
5,000 〃 都築
5,000 〃 佐々木

31 3,000 22年度前期会費 福山
3,000 〃 赤坂
5,000 入会金及び22前期会費 池田
3,000 22年度前期会費 前田
5,000 入会金及び22前期会費 砂川
5,000 〃 三輪
5,000 〃 内田
5,000 〃 大野
3,000 22年度前期会費 林
5,000 入会金及び22前期会費 山本
3,000 22年度前期会費 熊谷

560,000 計

日付金額 項目 対象 日付 金額 項目 対象 備考

1 5,000 入会金及び２２前期会費 大山 1 544 文具費 遠藤（財務） 領収証 預金 1,531,975
3,000 ２２年度前期会費 和田 27 27,600 施設利用料 世田谷 現金 33,074

4 5,000 入会金及び２２前期会費 菅野 28,144 計 期首金 1,565,049
16 5,000 〃 ガヨン（現金） 収入 31,000
19 3,000 22年度前期会費 角間（現金） 支出 28,144
25 5,000 入会金及び２２前期会費 石原 変動額 2,856
29 5,000 〃 萩本 繰越金 1,567,905

31,000 計

現金 40,530
計 190,276

計 594,255

81,780 施設利用料
5 利息 0 弓具費

435,000 ２０２１年度前期会費 1,036 文具費（現金）
156,000 入会金 101,970 追いコン関連費（30円現金）
3,250 施設利用料金返却金 490 手数料

5,000 システム開発費
計 190,276

計 594,255

6月収入 6月支出



２０２２年度後期予算案 

 

＜予想される２０２２年度前期決算修正＞ 

２０２１年度前期修正前繰越金  ￥１，５６７，９０５ 

収入  ２０２１年度前期会費  ￥９,０００  (３,０００×３) 

  

             計  ￥９，０００ 

 

支出       施設利用料  ￥２０,０００ 

             計  ￥２０,０００ 

修正後予想前期繰越金 

 ￥１，５６７，９０５＋￥９，０００－￥２０,０００＝￥１，５５６，９０５ 

 

 

＜２０２２年度後期予算案＞ 

２０２１年度修正後前期繰越金  ￥１，５５６，９０５ 

収入         入会金  ￥３０，０００   （￥２,０００×１５) 

２０２２年度後期会費  ￥４７７，０００  （￥３,０００×１５９） 

             計  ￥５０７，０００ 

 

支出       施設利用料  ￥８０,０００ 

           弓具費  ￥３０,０００ 

           印刷費  ￥１,０００ 

           交通費  ￥５,０００ 

           文具費  ￥２,０００ 

           郵送費  ￥５,０００ 

        定例射会景品  ￥１０,０００ 

       成人射会関連費  ￥１,０００ 

         審査関連費  ￥１,０００ 

     WEBサービス使用料  ￥１５，０００ 

             計  ￥１５０,０００ 

２０２２年度後期期繰越金 

 ￥１，５５６，９０５＋￥５０７，０００－￥１５０,０００ 

＝￥１，９１３，９０５ 

                     ２０２２年７月 2日締め 同日作成 



以上の通り、 2022年度前期の合宿における決紅報告を致します。

慶應義塾大学弓道同好会 合宿担当

合宿担当

應肉 也戒子

古今斗 ¥)CJ

麿

以上の通り、 2022年度前期における決算報告を致します。

慶應義塾大学弓道同好会
財務 立募雇府 ②

以上の会計報告を本同好会の趣旨に合致したものとし、これを承認致します。

慶應義塾大学弓道同好会 会計監査 寺見勇紅託霊

会計監査 ~~ 乳\ ~じ

2022年 7月 2日


