
　（単位：円）
科　　　　　目 予算額 科　　　　　目 前年度予算額 増　減 備　　考

Ⅰ．事業活動収支の部 Ⅰ．事業活動収支の部
　１．事業活動収入 　１．事業活動収入
　　①基本財産収入 1,000,000     　　①基本財産収入 1,148,000     -148,000     
　　　　基本財産利息収入 1,000,000      　　　　基本財産利息収入 1,148,000     
        特定資産運用収入 -                      特定資産運用収入 -             
　　②会費収入 15,680,000    　　②会費収入 15,270,000    410,000      
　　　　賛助会員会費収入 12,880,000     　　　　賛助会員会費収入 13,030,000    
        施設研究会会費収入 2,800,000              施設研究会会費収入 2,240,000     
　　③事業収入 132,620,000   　　③事業収入 125,990,000   6,630,000    
　　　　人材育成事業収入 38,250,000     　　　　人材育成事業収入 40,848,000    
　　　　計測校正事業収入 64,600,000     　　　　計測校正事業収入 63,492,000    
　　　　調査分析事業収入 9,800,000      　　　　調査分析事業収入 5,500,000     
　　　　技術支援事業収入 19,970,000     　　　　技術支援事業収入 16,150,000    
　　④寄付金収入 500,000       　　④寄付金収入 -             500,000      
　　　　受取寄付金収入 500,000        　　　　受取寄付金収入 -             
　　⑤雑収入 4,030,000     　　⑤雑収入 3,945,000     85,000       
　　　　雑収入 4,030,000      　　　　雑収入 3,945,000     
事業活動収入計 153,830,000   事業活動収入計    146,353,000 7,477,000    

　２．事業活動支出 　２．事業活動支出
　　①事業費支出 　　①事業費支出
　　　普及啓発事業支出 8,994,000      　　　普及啓発事業支出 5,359,000     3,635,000    
　　 　 　人件費支出 1,570,000      　　 　 　人件費支出 913,000       
　 　 　　賃借料支出 1,334,000      　 　 　　賃借料支出 140,000       
　　  　　諸経費支出 6,090,000      　　  　　諸経費支出 4,306,000     
　　　人材育成事業支出 43,073,000     　　　人材育成事業支出 43,247,000    -174,000     
　　 　 　人件費支出 18,568,000     　　 　 　人件費支出 17,219,000    
　 　 　　賃借料支出 1,334,000      　 　 　　賃借料支出 2,438,000     
　　  　　諸経費支出 23,171,000     　　  　　諸経費支出 23,590,000    
　　　研究助成事業支出 10,112,000     　　　研究助成事業支出 8,283,000     1,829,000    
　　 　 　人件費支出 2,228,000      　　 　 　人件費支出 1,376,000     
　 　 　　賃借料支出 1,334,000      　 　 　　賃借料支出 254,000       
　　  　　諸経費支出 6,550,000      　　  　　諸経費支出 6,653,000     
　　　計画推進事業支出 6,332,000      　　　計画推進事業支出 5,034,000     1,298,000    
　　 　 　人件費支出 2,112,000      　　 　 　人件費支出 1,256,000     
　 　 　　賃借料支出 1,334,000      　 　 　　賃借料支出 241,000       
　　  　　諸経費支出 2,886,000      　　  　　諸経費支出 3,537,000     
　　　計測校正事業支出 54,065,000     　　　計測校正事業支出 63,291,000    -9,226,000   
　　 　 　人件費支出 34,577,000     　　 　 　人件費支出 33,043,000    
    　  　賃借料支出 443,000            　  　賃借料支出 4,069,000     
　　  　　諸経費支出 19,045,000     　　  　　諸経費支出 26,179,000    
　　　調査分析事業支出 7,346,000      　　　調査分析事業支出 5,062,000     2,284,000    
　　　　　人件費支出 3,189,000      　　　　　人件費支出 2,446,000     
　　　　　賃借料支出 1,334,000      　　　　　賃借料支出 336,000       
　　　　　諸経費支出 2,823,000      　　　　　諸経費支出 2,280,000     
　　　技術支援事業支出 19,554,000     　　　技術支援事業支出 14,336,000    5,218,000    
　　 　 　人件費支出 13,715,000     　　 　 　人件費支出 10,945,000    
　 　 　　賃借料支出 1,334,000      　 　 　　賃借料支出 1,314,000     
　　  　　諸経費支出 4,505,000      　　  　　諸経費支出 2,077,000     
　　　事業費支出計 149,476,000   　　　事業費支出計 144,612,000   4,864,000    
　　②管理費支出 　　②管理費支出  
　　    　人件費支出 921,000        　　    　人件費支出 602,000       
      　　賃借料支出 443,000              　　賃借料支出 95,000        
　  　  　諸経費支出 2,590,000      　  　  　諸経費支出 1,044,000     
　　　管理費支出計 3,954,000     　　　管理費支出計 1,741,000     2,213,000    
事業活動支出計 153,430,000   事業活動支出計 146,353,000   7,077,000    
事業活動収支差額 400,000       事業活動収支差額 -             400,000      

Ⅱ．投資活動収支の部 Ⅱ．投資活動収支の部
　１．投資活動収入計 600,000       　１．投資活動収入計 -             600,000      
　　　　安成弘氏記念事業積立資産取崩収入 600,000        
　２．投資活動支出計 1,000,000     　２．投資活動支出計 -             1,000,000    
　　　 特定預金支出 　　　 特定預金支出 -             
　　　　退職給付引当預金支出 1,000,000       　   　退職給付引当預金支出 -             
投資活動収支差額 -400,000      投資活動収支差額 -             -400,000     

Ⅲ．財務活動収支の部 Ⅲ．財務活動収支の部
　１．財務活動収入計 -             　１．財務活動収入計 -             -            
　２．財務活動支出計 -             　２．財務活動支出計 -             -            
財務活動収支差額 -             財務活動収支差額 -             -            

Ⅳ．予備費支出 0 Ⅳ．予備費支出 0 -            
当期収支差額 0 当期収支差額 0 -            
前期繰越収支差額 40,000,000    前期繰越収支差額 37,000,000    3,000,000    
次期繰越収支差額 40,000,000    次期繰越収支差額 37,000,000    3,000,000    

    　  1　短期借入金限度額   30,000,000円    
   　　 2　債務負担額 　　　   　0円    

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収　支　予　算　書


