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〈令和 2 年度 東京福中・福高同窓会 総会資料〉 

 

一号議案 
平成 31年度（令和元年度）会務報告 

※会計期間にあわせ、１月→12 月で記載しています 

 会務・委員会の行事 同好会等の行事 

1 月 平成 30 年度一般会計監査（19 日） 

役員会（24 日） 

 

2 月 常任幹事会（1 日） 

第 6 回同窓会役員交流会（東京福岡県人会同窓会協力委員会主催イベント）に

参加（2 日） 

 

4 月 役員会（9 日） 

同窓会総会・懇親会（20 日@ホテルグランドパレス）（当番幹事：6 の回） 

 

5 月 関西福中･福高同窓会総会に参加（18 日@ホテルエルセラーン大阪）   

東京福岡県人会総会・懇親会に参加（31 日） 

第 47 回福友会ゴル

フコンペ（27 日） 

6 月 役員会（5 日） 

福中･福高同窓会総会に参加（9 日@福岡国際会議場） 

常任幹事会（11 日） 

 

8 月 名簿更新会（31 日）  

9 月 役員会（9 日） 

常任幹事会（19 日） 

 

10 月 東京福高若手交流会ボウリング大会（6 日）  

11 月 修学旅行対応（5 日） 

福高若手会（8 日） 

第 14 回福高塾（15 日） 

東京福岡県人会主催の就活を応援する会に参加（30 日） 

第 48 回福友会ゴル

フコンペ（15 日） 

12 月 役員会（4 日）  

 

 
四号議案 

令和 2年度 会務（年間行事）予定 
※コロナウイルスの影響により、6 月以降の日程等未定の行事については、今後の状況をみながら開催時期等を見直す予定です 

 会務・委員会の行事 同好会等の行事 

1 月 東京福岡県人会新春の集いに参加（21 日） 

令和元年度一般会計監査（26 日） 

役員会（31 日） 

 

2 月 東京福岡県人会同窓会協力委員会に参加（1 日） 

常任幹事会（4 日） 

 

4 月 メールベースの役員会（7 日） 

【中止】同窓会総会・懇親会（18 日@ホテルグランドパレス）（当番幹事：7 の回） 

 

5 月 【中止】関西福中･福高同窓会総会に参加予定（16 日@ホテルエルセラーン大阪）    

6 月 【中止】福中･福高同窓会総会に参加予定（14 日@福岡国際会議場） 

役員会（日程等未定） 

常任幹事会（日程等未定） 

 

8 月 名簿更新会（日程等未定）  

9 月 役員会（日程等未定） 

常任幹事会（日程等未定） 

 

11 月 東京福高若手交流会（日程等未定） 

第 15 回福高塾（日程等未定） 

東京福岡県人会主催の就活を応援する会に参加（日程等未定） 

修学旅行対応（日程等未定） 

第 49 回福友会ゴル

フコンペ（日程等未

定） 

12 月 役員会（日程等未定）  

 



（2019年1月1日～2019年12月31日）

収入の部 予算 決算 支出の部 予算 決算
前期繰越金 ¥3,112,055 ¥3,112,055 総会会場費 ¥300,000 ¥300,000
年会費(@\2000) ¥1,700,000 ¥1,406,080 あさぼらけ広告掲載費（福岡） ¥30,000 ¥30,000
広告料 ¥0 ¥0 常任幹事発送費用 ¥400,000 ¥356,075
受取利息 ¥0 ¥17 ホームページ企画費 ¥25,000 ¥0
雑収入（レンタル倉庫返金分） ¥18,890 ¥20,960 常任幹事会会議費（3回） ¥330,000 ¥327,741
雑収入（特別会計剰余金） ¥50,864 ホームページ維持費 ¥45,000 ¥45,100

郵便振替手数料（会費） ¥60,000 ¥49,902
各委員会会議費 ¥30,000 ¥14,200
渉外費（総会参加交通費等） ¥160,000 ¥170,000
企画実施費用 （福高塾、平成福高会他） ¥250,000 ¥220,434
事務用品費 ¥5,000 ¥0
通信費 ¥40,000 ¥40,370
支払手数料 ¥15,000 ¥13,014
レンタル倉庫費 ¥270,620 ¥252,807
雑費 ¥30,000 ¥39,198
周年記念行事特別積立金 ¥150,000 ¥150,000

小計 ¥2,140,620 ¥2,008,841
次期繰越金 ¥2,690,325 ¥2,581,135

合計 ¥4,830,945 ¥4,589,976 合計 ¥4,830,945 ¥4,589,976

注記
普通預金口座（１） ¥0
普通預金口座（２） ¥34,008 監査 築地　英子
郵便振替口座 ¥2,526,652 松浦　浩久
定期預金口座 ¥300,000
現金 ¥20,475 会計 山田　健二

残高合計 ¥2,881,135

特別積立金 ¥300,000

次期繰越金 ¥2,581,135

東京福中・福高同窓会
2019年度一般会計決算報告書

2020年1月26日

金額（円）
収入の部 予算 決算 支出の部 予算 決算

一般会計より会場費 ¥300,000 ¥300,000 会場費 ¥3,000,000 ¥2,664,880
参加費 ¥3,364,000 ¥2,690,000 企画経費 ¥263,000 ¥387,207
その他 ¥207,000 進行経費 ¥158,000 ¥145,807
広告収入 ¥330,000 ¥490,000 動員経費 ¥113,000 ¥174,647
銀行利息 ¥1 その他経費 ¥160,000 ¥263,596

小計 ¥3,694,000 ¥3,636,137
収支 ¥300,000 ¥50,864

合計 ¥3,994,000 ¥3,687,001 合計 ¥3,994,000 ¥3,687,001

2019年6月4日 監査　 築地　英子
松浦　浩久

会計　 当番幹事
（６の回）

2019年度　特別会計決算報告書
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三号議案 参考資料

前期繰越金 ¥2,581,135

年会費(@\2000) ¥1,000,000

（令和2年1月1日～令和2年12月31日） 合計 ¥3,581,135

単位：円

収入の部 予算 支出の部 予算 支出見込み

前期繰越金 ¥2,581,135 総会会場費 ¥300,000 ¥300,000 *8

年会費(@\2000) ¥1,500,000 あさぼらけ広告掲載費（福岡） ¥30,000 ¥30,000

雑収入（特別会計剰余金） ¥0 常任幹事発送費用 ¥300,000 *1 ¥300,000

受取利息 ¥0 ホームページ企画費 ¥10,000 ¥10,000

常任幹事会会議費（3回） ¥330,000 ¥330,000

ホームページ維持費 ¥45,000 ¥45,000

郵便振替手数料（会費） ¥60,000 *2 ¥60,000

各委員会会議費 ¥30,000 ¥0 *9

渉外費（総会参加交通費等） ¥160,000 *3 ¥0 *10

企画実施費用
（福高塾、福高若手会他）

¥250,000 *4 ¥0 *9

事務用品費 ¥5,000 ¥5,000

通信費 ¥40,000 ¥40,000

支払手数料 ¥15,000 ¥15,000

レンタル倉庫費 ¥248,000 *5 ¥248,000

雑費 ¥30,000 *6 ¥30,000

周年記念行事特別積立金 ¥150,000 *7 ¥150,000

¥797,130 総会会場ｷｬﾝｾﾙ費 *11

小計 ¥2,003,000 ¥2,360,130

次期繰越金 ¥2,078,135 ¥1,221,005

合計 ¥4,081,135 合計 ¥4,081,135 ¥3,581,135

特別積立金（期初累計） ¥300,000 *7

　　　〃　　　（期末累計） ¥450,000 *7

*1 郵送不要学年分が12学年、421人分あり、その分の発送費用減を見込む

*2 クレジット決済手数料含む

*3 福岡総会2名、関西総会（大阪）２名　出席予定

*4 会員拡充委員会の活動費用として40,000円、福高若手会160,000円

    企画委員会の活動費用として50,000円を計上。

*5 19,209円／月、更新費8,504円

*6 会費の払込取扱票への印刷費用2万円を含む

*7 平成30年度から新たに150,000円／年の周年行事特別積立金を積立中

（令和２年度一般会計決算見込み）

東京福中・福高同窓会
令和２年度一般会計予算案

*8 総会会場費は次年度分を当番幹
事へ渡しており、今年度の支出として
計上

*9 会員拡充委員会、企画委員会の
行事なしを想定

*10 福岡・関西総会、開催なし

*11 新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点からの総会・懇親会の中止に
伴う費用

※各行事の実施及び予算の執行に
ついては、新型コロナウイルスの状況
をみて、役員会で実施及び執行の可
否を判断する

収入見込み


