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2020年 6月30日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）（一社）ＲＩ日本青少年交換多地区合同機構

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金            6,223 

      普通　預金       14,206,780 

        現金・預金 計       14,213,003 

    （その他流動資産）

      仮　払　金        2,317,594 

      保険保証金        1,100,000 

        その他流動資産  計        3,417,594 

          流動資産合計       17,630,597 

            資産合計       17,630,597 

《負債の部》

  【流動負債】

    預  り  金           83,312 

    保険預り金        4,865,402 

    給与預り金           44,940 

      流動負債合計        4,993,654 

  【固定負債】

    危機管理特別引当金        5,220,000 

      固定負債合計        5,220,000 

        負債合計       10,213,654 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        7,685,889 

  当期正味財産増減額        △268,946 

    正味財産合計        7,416,943 

      負債及び正味財産合計       17,630,597 



2020年 6月30日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）（一社）ＲＩ日本青少年交換多地区合同機構

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金            6,223 

      普通　預金       14,206,780 

        みずほ銀行（メイン）       (3,111,482)

        みずほ銀行（保険）       (5,875,248)

        みずほ銀行（引当）       (5,220,050)

        現金・預金 計       14,213,003 

    （その他流動資産）

      仮　払　金        2,317,594 

      保険保証金        1,100,000 

        その他流動資産  計        3,417,594 

          流動資産合計       17,630,597 

            資産合計       17,630,597 

《負債の部》

  【流動負債】

    預  り  金           83,312 

    保険預り金        4,865,402 

      留学生保険料         (143,530)

      預り金留保金       (4,721,872)

    給与預り金           44,940 

      社会保険預り金          (44,940)

      流動負債合計        4,993,654 

  【固定負債】

    危機管理特別引当金        5,220,000 

      固定負債合計        5,220,000 

        負債合計       10,213,654 

 

        正味財産        7,416,943 



（一社）ＲＩ日本青少年交換多地区合同機構 自 2019年 7月 1日　至 2020年 6月30日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          380,000 

    特別会員受取会費          780,000        1,160,000 

  【受取寄付金】

    受取維持協力金       17,660,800 

  【事業収益】

    委員長会議登録収益        1,037,000 

    その他事業収益          197,700        1,234,700 

  【その他収益】

    保険差金        1,615,196 

    受取利息              196 

    引当金取崩益        3,780,000 

    雑　収　入           41,001        5,436,393 

        経常収益  計       25,491,893 

【経常費用】

  【事業費】

    人件費（事業）

      給料（事業）        2,949,613 

      通勤費（事業）          123,560 

      中退金共済掛金           81,540 

      法定福利費(事業)          417,008 

      福利厚生費（事業）          118,400 

      事務局補佐労務費        2,915,170 

        人件費（事業） 合計        6,605,291 

    留学支援事業費

      総会費        1,110,883 

      理事会費          312,969 

      研究会費           17,220 

      地区委員長会議費        1,927,258 

      青少年P支援委員会          103,580 

      委員長会議準備委員会           50,000 

      R学友ROTEX支援委員会          512,560 

      広報委員会          331,911 

      その他委員会           35,200 

      研究会開催費          288,192 

        留学支援事業費 合計        4,689,773 

    危機管理支援事業費

      YE賠償責任保険料        1,000,000 

      YESSシステム運営費        4,110,700 

      保険システム料（FREGI)          297,000 

      留学生保険関連費          387,076 

      危機管理地区支援費          203,744 

      危機管理支援委員会          403,813 

        危機管理支援事業費 合計        6,402,333 

    補助金交付事業



（一社）ＲＩ日本青少年交換多地区合同機構 自 2019年 7月 1日　至 2020年 6月30日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      補助金交付        3,830,000 

        補助金交付事業 合計        3,830,000 

    広報事業費

      HP運営費          242,620 

        広報事業費 合計          242,620 

    その他経費（事業）

          その他経費（事業） 合計                0 

            事業費  計       21,770,017 

  【管理費】

    人件費（管理）

        人件費（管理） 合計                0 

    その他経費（管理）

      家賃等G会負担金        2,665,000 

      通信運搬費          210,644 

      印刷製本費           22,990 

      事務用品費           85,612 

      委託報酬料          209,880 

      事務局業務旅費交通費           83,160 

      雑　　　費          496,276 

      リース  料           83,160 

        その他経費（管理） 合計        3,856,722 

          管理費  計        3,856,722 

            経常費用  計       25,626,739 

              当期経常増減額        △134,846 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額        △134,846 

        法人税、住民税及び事業税          134,100 

          当期正味財産増減額        △268,946 

          前期繰越正味財産額        7,685,889 

          次期繰越正味財産額        7,416,943 


