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１． 競技会 

（１）2021年度全日本学生柔道優勝大会（男子 70回 女子 30回）  

（２）2021年度全日本学生柔道体重別選手権大会(男子 40回 女子 37回)   

（３）2021年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会（男子 23回 女子 13回）  

   

２．研修会等 

 （１）指導者研修会（第 1回） 

   ①主 管  全日本学生柔道連盟 教育委員会 

   ②日 時  2021年 9月 25日（土）13:00～14:30 

   ③場 所  オンライン研修  

     ④参加者  約 80名 

   ⑤講 演  「コンプライアンスについて」 

   ⑥講 師  小塩康祐 氏  弁護士     

       

（２）指導者研修会（第 2回） 

   ①主 管  全日本学生柔道連盟 教育委員会 

   ②日 時  2021年 10月 23日（土）10:00～11:30 

   ③場 所  オンライン研修  

     ④参加者  約 80名 

   ⑤講 演  「体罰問題について」 

   ⑥講 師  望月浩一郎 氏  弁護士 

 

（３）指導者研修会（第 3回） 

   ①主 管  全日本学生柔道連盟 教育委員会 

   ②日 時  2021年 11月 20日（土）15:00～17:00 

   ③場 所  オンライン研修  

     ④参加者  約 80名 

   ⑤講 演  「頭部外傷・脳震盪について」 

   ⑥講 師  永廣信治 氏  脳神経外科医 

 

（４）指導者研修会（第 4回） 

   ①主 管  全日本学生柔道連盟 教育委員会 

   ②日 時  2021年 12月 4日（土）10:00～11:30 

   ③場 所  オンライン研修  

     ④参加者  約 80名 

   ⑤講 演  「重大事故問題について」 

   ⑥講 師  松永大吾 氏  整形外科医 

 

（５）審判講習会（第 1回） 



   ①主 管  関東学生柔道連盟 

   ②日 時  2021年 9月 28日（火）および 10月 4日（月） 

   ③場 所  オンライン 

     ④参加者  各 46名  

   ⑤講 師  高橋 進（2021年度 関東学生柔道体重別選手権大会審判長） 

   ⑥講習内容 2日間で行われる大会におけるルールについて、内容の確認をした。 

         またケアシステムの運用方法の説明も行った。 

 

（６）審判講習会（第 2回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  2021年 11月 11日（木）18:00～19:00  

   ③場 所  オンライン 

     ④参加者  約 46名 

   ⑤講 師  鯨井 甫（2021年度全日本学生柔道優勝大会審判長） 

   ⑥講習内容 大会におけるルールについて内容の確認をした。 

     

（７）審判講習会（第 3回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

 ②日 時  2021年 11月 23日（火）18:00～19：00 

   ③場 所  オンライン 

     ④参加者  約 35名  

   ⑤講 師  中西英敏（2021年度全日本学生柔道体重別選手権大会審判長） 

   ⑥講習内容 大会におけるルールについて内容の確認をした。 

 

（８）審判講習会（第 4回） 

   ①主 管  関西学生柔道連盟 

   ②日 時  2022年 12月 6日（月）18:00～19:00 

   ③場 所  オンライン 

     ④参加者  約 50名 

   ⑤講 師  中西英敏（2021年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会審判長） 

   ⑥講習内容 大会におけるルールについて内容の確認をした。 

 

 ３．国際交流 

   海外研修    新型コロナウイルス感染症の影響により、8 月 25 日に開かれた全日本学生柔道連盟の

理事会において、中止となった。 

     

４．会議等 

 (１) 定時総会 

  ①第 1回 ・日 時  2021年 6月 25日（金）17時 30分～18時    



       ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室・オンライン 

      ・出席者  理事・監事 21名 

               正会員（本人）18名 

               正会員（委任状）150   ※正会員総数 269 

 (２) 理事会（理事総数 20名、監事 3名） 

  ①第 1回 ・日 時  2021年 4月 23日（金）17時～18時 30分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

          ・出席者  理事 29名 監事 1名 事務局 3名 

  ②第 2回 ・日 時  2021年 5月 3日（月）17時 30分～19時 30分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

          ・出席者  理事 20名 監事 2名 事務局 3名 

  ③第 3回 ・日 時  2021年 6月 11日（金）18時～18時 50分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

          ・出席者  理事 20名 監事 3名 事務局 3名 

④第 4回 ・日 時  2021年 6月 25日（金）16時～17時 30分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

         ・出席者  理事 18名 監事 3名 事務局 1名 

⑤第 5回 ・日 時  2021年 7月 14日（水）17時 30分～18時 30分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

         ・出席者  理事 18名 監事 3名 事務局 2名 

  ⑥第 6回 ・日 時  2021年 8月 25日（水）17時～18時 30分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

          ・出席者  理事 20名 監事 3名 事務局 3名 

  ⑦第 7回 ・日 時  2021年 9月 2日（木）17時～17時 35分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

          ・出席者  理事 17名 監事 3名 事務局 2名 

⑧第 8回 ・日 時  2021年 9月 24日（金）18時～19時 15分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

         ・出席者  理事 19名 監事 3名 事務局 3名 

⑨第 9回 ・日 時  2021年 10月 26日（金）17時～18時 15分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

         ・出席者  理事 19名 監事 2名 事務局 3名 

 ⑩第 10回 ・日 時  2021年 11月 13日（土）17時～19時 

         ・場 所  千葉ポートアリーナ会議室  

         ・出席者  理事 20名 監事 2名 事務局 2名 

  ⑪第 11回 ・日 時  2021年 12月 9日（木）11時 30分～13時 

         ・場 所  ベイコム総合体育館会議室  

          ・出席者  理事 18名 監事 2名 事務局 2名 

⑫第 12回 ・日 時  2022年 1月 28日（金）17時～18時 20分 



         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

         ・出席者  理事 18名 監事 2名 事務局 2名 

⑬第 13回 ・日 時  2022年 2月 22日（火）17時～19時 10分 

         ・場 所  帝京大学霞が関キャンパス会議室 オンライン 

         ・出席者  理事 18名 監事 2名 事務局 2名 

 ⑭第 14回 ・日 時  2022年 3月 28日（月）17時～19時 20分 

         ・場 所  全日本学生柔道連盟事務所 オンライン 

         ・出席者  理事 17名 監事 3名 事務局 2名 

 

  

すべての会議の議事録を作成し、総会は議長及び理事出席者の代表 2名、理事会は議長及び監事出席者が署名

押印し保存する。 

別資料の『2021年度議事録』を参照。   

 

 
５．助成・顕彰及び会報等の発行 
 (1)助 成 

①団 体 名    全日本学生柔道 Winter Challenge Tournament 2022 大会会長 岡田正彦 

   事 業 名    全日本学生柔道 Winter Challenge Tournament 2022 

   助成金額    50,000円 

   主  催    全日本学生柔道 Winter Challenge Tournament 2022実行委員会 

   後  援    学校法人天理大学、天理柔道会、センコー株式会社、フォースナイン株式会社、 

           学校法人了德寺大学、ALSOK、株式会社さくら開発、日本 BS放送株式会社、 

           ミズノ株式会社、株式会社協和電気商会、一般社団法人全日本学生柔道連盟、 

           特定非営利活動法人 JUDOs 

   期  日    2022年 3月 23日(火)〜24日(水) 

   会  場    天理大学武道館柔道場 

   参加資格    （１）出場選手資格 

 ① (一社)全日本学生柔道連盟の法人会員たる柔道部の在籍者である者。 

 ② (公財)全日本柔道連盟に登録した者。 

 ③ 参加を認められた大学の正規の学籍を有する 3年生以下の者。 

 ④ 2021年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会出場大学の学生であること。 

 ⑤ 2021年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会出場者を除く。 

 ※各大学は必ず大会当日に会場へ帯同できる指導者資格を有する「指導者」もしく

は、それに準ずる「責任者」を帯同すること。登録できない場合は参加を認めない。 

 ※主務等の学生を「責任者」として扱うことは認めない。 

           （２）参加人数（※本年度より改定されているため、別紙参照の上、注意すること） 

 ① 各地区に登録されている部員数に応じて配分された参加人数に応じて登録する

こと。 



 ② 1 階級最大エントリー数は、24 名枠の大学は 1 階級で最大 5 名、21 名枠以下

の大学は 1階級で最大 4名とする。 

参加大学 

東北学院大学 北陸大学 新潟食料農業大学 筑波大学 山梨学院大学  

桐蔭横浜大学 清和大学 帝京平成大学 流通経済大学 国士舘大学  

日本大学 東海大学 明治大学 

日本体育大学 専修大学 帝京科学大学 慶應義塾大学 順天堂大学 帝京大学 

法政大学 愛知大学 中京大学 天理大学 近畿大学 同志社大学 甲南大学 

京都産業大学 関西大学 龍谷大学 摂南大学 大阪産業大学 大阪体育大学 

岡山商科大学 鹿屋体育大学 日本文理大学 平成国際大学 了德寺大学 

大阪経済大学 芦屋大学 

 (39大学・490名) 

   研 修 会    ポスター発表について 

           【提出方法】ポスター（A4 サイズ縦で作成）は、PDF ファイルに変換して下記ポス

ター提出フォームから pdfデータで提出。 

           【提出〆切】2022年 3月 2日（水）23:59 

           【投票〆切】2022年 3月 11日（金）16:00 

           【掲示期間】2022年 3月 19日-24日（木）｜優秀大学及び一般公開の許可をした大

学 

           【審査方法】各大学の監督・コーチに１票（教員票）と学生に１票（学生票）の投票

する権利がある（各大学最大2票。ただし、学生が2票投票することはできない）。

また、以下の特別審査員 3名が各 5票を投票する権利を有する。投票数の上位 3

大学を優秀発表として表彰する。また、優秀大学と一般公開の許可をした大学の

ポスターをサイト上に公開する。 

             特別審査員｜上水研一朗（東海大学｜大会実行委員長）， 

長尾秀行（作新学院大学），石井孝法（了徳寺大学） 

   成  績    （各階級優勝者） 

60kg級 坂口 奨樹(東海大学 1年) 

66kg級 岸  武蔵(東海大学 1年) 

73kg級 籾山 航大(東海大学 3年) 

81kg級 佐藤 輝斗(天理大学 2年) 

90kg級 増地遼汰朗(東海大学 2年) 

100kg級 工藤 海人(東海大学 1年) 

100kg超級 服部 大喜(近畿大学 2年) 

 
(２)顕 彰 

  ①功労者（無） 

   ※2019年度 2名   2018年度 2名 2017年度 4名 2016年度 1名 2014年度 3名    

2013年度 3名   2012年度 3名  2011年度 15名 2010年度 2名 2008年度 2名   



2007年度 2名  2006年度 4名   2005年度 3名 2003年度 2名 2002年度 5名  

2001年度 2名  2000年度 1名  1999年度 5名 1998年度 3名 1997年度 5名 

 
②表彰状・感謝状（15社） 

    大塚製薬株式会社 ＡＬＳＯＫ ミズノ株式会社  日本ＢＳ放送株式会社  

株式会社アルテサロンホールディングス 羽田タートルサービス株式会社 野村證券株式会社   

富士ソフト株式会社 三菱 UFJ信託銀行株式会社 東急建設株式会社   

コクヨマーケティング株式会社  旭化成株式会社 センコー株式会社 ミキハウス  

株式会社メディセオ 

※ 2020年度 10社 

2019年度 15社・1団体  2018年度 14社・1団体 2017年度 14社・1団体   

2016年度 10社・1団体  2015年度 8社・1団体  2014年度 10社・1団体   

2013年度 10社・1団体  2012年度 9社・1団体  2011年度 8社・1団体   

2010年度 9社・1団体  2009年度 9社・1団体  2008年度 9社・1団体    

2007年度 7社・1団体   2006年度 7社・1団体  2005年度 3社・3団体    

2004年度 5社・3団体    2003年度 4社・2団体 

       
  ③学生柔道特別賞（1名） 

    阿部 詩（日本体育大学） 

 ※ 2019年度 5名 2018年度 5名 2017年度 2名 2016年度 2名   2015年度 2名    

2001年度 4名 2000年度 1名 1999年度 3名  1998年度 3名  1997年度 3名 

 
 (３)会報等  

  ①一般社団法人 全日本学生柔道連盟だより第 26号 

2022年 2月 1日発行  ≪編集・発行 記念誌制作委員会≫ 

                           
６．会 員 

（１） 正会員 262校（2022年 3月 31日） 

 

 北海道学生柔道連盟（15校） 

  旭川大学 旭川医科大学 小樽商科大学 釧路公立大学 札幌大学 札幌医科大学 

  札幌学院大学 星槎道都大学 北海学園大学 北海道大学 北海道教育大学 

  北海道科学大学 室蘭工業大学 酪農学園大学 東海大学札幌  

   

 東北学生柔道連盟（18校） 

  青森中央学院大学 秋田大学 岩手大学 奥羽大学 仙台大学 東北大学 

東北学院大学 東北工業大学 東北福祉大学 日本大学工学部 東日本国際大学 

弘前大学 福島大学 富士大学 山形大学 福島県立医科大学 秋田工業高等専門学校 

八戸学院大学 



 

関東学生柔道連盟（36校）  

  茨城大学 宇都宮大学 神奈川大学 神奈川工科大学 関東学園大学 

 群馬大学 国際武道大学 埼玉大学 淑徳大学 城西大学 城西国際大学 上武大学 

清和大学 高崎経済大学 千葉大学 千葉工業大学 筑波大学 

都留文科大学 帝京平成大学 帝京大学理工学部 桐蔭横浜大学 東洋大学川越 

獨協大学 日本工業大学 日本大学生産工学部 白鴎大学 平成国際大学 山梨大学 

防衛大学校 山梨学院大学 横浜国立大学 横浜市立大学 流通経済大学 

 了徳寺大学 中央学院大学 東京国際大学 

 

東京学生柔道連盟（47校） 

 青山学院大学 亜細亜大学 桜美林大学 学習院大学 慶應義塾大学 工学院大学 國學院大学 

国士舘大学 駒澤大学 芝浦工業大学 順天堂大学 上智大学 成蹊大学 成城大学 

専修大学 創価大学 大正大学 大東文化大学 拓殖大学 中央大学 帝京大学 玉川大学 

帝京科学大学 東海大学 東京大学 東京有明医療大学 東京学芸大学 東京経済大学 

 東京工業大学 東京農業大学 東京理科大学 東洋大学 日本体育大学 日本大学 

日本文化大学 一橋大学 法政大学 武蔵大学 明治大学 明治学院大学 明星大学 

立教大学 立正大学 早稲田大学 東京女子体育大学 首都大学東京 日本女子体育大学 

 

 北信越学生柔道連盟（14校） 

  金沢大学 金沢学院大学 金沢学院短期大学 金沢工業大学 信州大学 高岡法科大学  

  富山大学 富山工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校 新潟大学 

  福井工業大学 北陸大学 石川工業高等専門学校 新潟食料農業大学 

   

 東海学生柔道連盟（27校） 

  愛知大学 愛知学院大学 愛知教育大学 愛知工業大学 愛知産業大学 朝日大学 

岐阜大学 岐阜薬科大学 近畿大学高専 皇學館大學 至学館大学 静岡大学 静岡産業大学 

星城大学 中京大学 中部大学 同朋大学 東海大学海洋・開発工学部 

 名古屋大学 名古屋学院大学 名古屋工業大学 名古屋商科大学 

名古屋市立大学 南山大学 日本福祉大学 藤田保健衛生大学 名城大学  

 

 関西学生柔道連盟（47校） 

芦屋大学 追手門学院大学 大阪大学 大阪学院大学 大阪教育大学 大阪体育大学 

大阪経済大学 大阪経済法科大学 大阪芸術短期大学 大阪工業大学  

大阪産業大学 大阪歯科大学 大阪商業大学 大阪公立大学 大阪電気通信大学   

大谷大学 関西大学 関西医療大学 明治国際医療大学 関西学院大学 京都大学 

京都外国語大学 京都産業大学 京都薬科大学 近畿大学 

神戸医療福祉大学 甲南大学 神戸大学 神戸学院大学 滋賀大学 摂南大学 

宝塚医療大学 天理大学 同志社大学 奈良大学 阪南大学 姫路獨協大学 



兵庫県立大学 びわこ成蹊スポーツ大学 佛教大学 武庫川女子大学 桃山学院大学 

立命館大学 龍谷大学 和歌山大学 森ノ宮医療大学 奈良県医科大学 

     

 中国四国学生柔道連盟（33校） 

  愛媛大学 岡山大学 岡山商科大学 岡山理科大学 海上保安大学校 香川大学 環太平洋大学 

  吉備国際大学 近畿大学工学部 高知大学 島根大学 下関市立大学 水産大学校 東亜大学 

 徳島大学 徳山大学 鳥取大学 鳥取短期大学 鳴門教育大学 広島大学 広島経済大学 

 広島工業大学 広島国際大学 広島修道大学 福山大学 松山大学 松山東雲女子大学 

 松山東雲女子短期大学 山口大学 尾道市立大学 高知県立大学 川崎医療福祉大学 

 高知工科大学 

 

九州学生柔道連盟（25校） 

  大分大学 鹿児島大学 鹿屋体育大学 北九州市立大学 九州大学 九州共立大学 

九州工業大学 九州国際大学 九州産業大学 熊本大学 熊本学園大学 久留米大学 

佐賀大学 西南学院大学 東海大学九州 日本経済大学 日本文理大学 福岡大学 

別府大学 福岡教育大学 福岡工業大学 宮崎産業経営大学 

長崎大学 第一工科大学 長崎県立大学 



(2)賛助会員

《法人会員》(8)

学校法人帝京大学（2口）≪東京≫ 日本BS放送株式会社≪東京≫

株式会社オオヤギ≪東京≫ 京葉瓦斯株式会社≪東京≫

セントラル警備保障株式会社≪関東≫ 日本エースサポート株式会社≪東京≫

 京王観光株式会社≪東京≫ 株式会社千葉薬品(ヤックス）≪関東≫

《個人会員》(175)
《北海道地区》(10) 《関東地区》(26) 徳野和彦 高宮接骨院 甲斐信二

丸山淳士 前川直也 鳥海又五郎 内海健雄 岡本　学
工藤正義 木村　仁 仙石通秦 穴井隆将
河合一丸 石井兼輔 田中　力 《東海地区》(12) 足羽裕二
岩崎　満 増地克之 野村亨平 竹内外夫 細川伸二
行方威七 増地千代里 小出將惠 久野高裕 岡田正彦
十倉　宏 尾形敬史 齋藤知久 杉谷広元 元谷金次郎
安達昭弘 廣川充志 橋本敏明 石田雅明 古田知史
中川純二 小俣幸嗣 松澤三夫 安田信由 古川博史
三嶋康嗣 山口　香 渡辺軍三 関　巌 武村雄太
小山尋明 山部伸敏 池田悦雄 三宅恵介 柴田裕二郎

徳永俊行 松永達也 小林秀行 古賀正成
《東北地区》(8) 岡明日香 下川哲徳 柴田光徳
阿部文智 野瀬清喜 吉原　勉 福井博秦 《中四国地区》(14)

三戸範之 吉鷹幸春 坂本大記 辻本　修 五島昌明
髙橋富士男 岩崎　卓 坂口吉一 小垣内正幸 梶津良仁
佐々木安廣 西田孝宏 本郷　亮 鏡原　壽
南條和恵 木村昌彦 金野　潤 《関西地区》(33） 太田正和
南條充寿 岡田弘隆 吉田　保 中治洋一 出口達也
佐藤幸二 中村一成 井上康生 丸木英二 三好紀孝
遠藤純男 越野忠則 白瀬英春 佐野修弘 梶谷宗範

秋葉一豊 舟川　操 火箱保之 大谷崇正
《北信越地区》(14) 浅野　繁 廣井武司 川本博史 高口誠次郎

松永大吾 奥田修平 林田和孝 野澤和浩 近藤優子
馳　浩 熊田祥江 大西　淳 出口和生 瀬川　洋
熊倉　匠 大辻康太 樗澤隆治 森田章介 樗木武治
宮本周司 矢﨑利加 宮原行英 松田基子 光畑隆之
稲葉優也 福地　崇 岡田龍司 菊川  顕
鈴木三郎 《東京地区》(49) 渡邉敏之 山﨑俊輔
山本智秀 中野根二郎 南井孝樹 橋本　等 《九州地区》(9)

山田修路 上水研一朗 田仲茂明 村上豊裕 木村豊久
竹田達矢 一戸隆男 小牧光一 脇谷政孝 松永郁男
岡田直樹 山下泰裕 青井久幸 岡本清孝 多田隅和博
牧　泰二 関　勝治 塚田真希 中林千春 中原良治
南谷直利 佐藤宣践 甲斐隆文 内田　強 中原　一
川端健司 竹内宣之 中西英敏 近藤　徹 山中圏一
その他一名 新井俊明 西川直好 正木嘉美 清水克巳

網倉大介 関口幸三 圡佐三郎 濱田初幸
仲辻眞悟 藤岡孝教



  

〔単位円〕

当年度 前年度 増　減

１． 流動資産

　現金預金 13,873,017 10,774,063 3,098,954

　未収入金 351 1,031,252 △ 1,030,901

　前払金 0 100,000 △ 100,000

流動資産合計 13,873,368 11,905,315 1,968,053

２． 固定資産

(1) 基本財産

　大口定期預金 23,000,000 23,000,000 0

基本財産合計 23,000,000 23,000,000 0

(2) 特定資産

　70回記念大会準備資産 0 10,000,000 △ 10,000,000

特定資産合計 0 10,000,000 △ 10,000,000

(3) その他固定資産

　什器備品 6 6 0

その他固定資産合計 6 6 0

　固定資産合計 23,000,006 33,000,006 △ 10,000,000

　資産合計 36,873,374 44,905,321 △ 8,031,947

１． 流動負債

未払金 324,950 0 324,950

前受金 1,410,000 1,760,000 △ 350,000

預り金 16,965 43,643 △ 26,678

未払法人税等 70,000 70,000 0

　流動負債合計 1,821,915 1,873,643 △ 51,728

　負債合計 1,821,915 1,873,643 △ 51,728

１． 一般正味財産 35,051,459 43,031,678 △ 7,980,219

（うち基本財産への充当額） （ 23,000,000 ） （ 23,000,000 ） （ 0 ）

（うち特定資産への充当額） （ 0 ） （ 10,000,000 ） （ △ 10,000,000 ）

　正味財産合計 35,051,459 43,031,678 △ 7,980,219

負債及び正味財産合計 36,873,374 44,905,321 △ 8,031,947

第1号議案

貸　借　対　照　表

Ⅱ　負債の部

Ⅲ　正味財産の部

科　　　　　　　　　　　目

2022年3月31日現在

Ⅰ　資産の部
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〔単位円〕

当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　１．経常増減の部

　　　(1)　経常収益

①　基本財産運用益

基本財産受取利息 2,300 2,306 △ 6

②　特定資産運用益

特定資産受取利息 246 1,002 △ 756

③　受取入会金　　

受取入会金 30,000 50,000 △ 20,000

④　受取会費

正会員受取会費 2,700,000 2,720,000 △ 20,000

賛助会員受取会費 90,000 2,170,000 △ 2,080,000

競技会事業収益 47,081,600 13,200,000 33,881,600

海外研修事業収益 0 0 0

受取民間補助金 1,000,000 5,000,000 △ 4,000,000

⑦　雑収益

受取利息 164 84 80

その他 0 5,000 △ 5,000

経常収益計 50,904,310 23,148,392 27,755,918

　　　(2)　経常費用

①　事業費 56,370,657 13,989,064 42,381,593

競技会事業費 50,757,876 8,799,555 41,958,321

指導者研修費支出 445,480 0 445,480

教養講座費（審判講習会） 400,000 418,424 △ 18,424

海外研修費 0 0 0

2020年度記念誌事業 0 2,417,470 △ 2,417,470

助成・顕彰費 222,560 134,700 87,860

分担金 200,000 200,000 0

会報発行費 323,200 252,800 70,400

プログラム作成費等 0 0 0

旅費交通費 1,906,340 0 1,906,340

通信費 142,613 164,599 △ 21,986

什器備品費 151,557 49,425 102,132

事務用品費 138,812 35,715 103,097

印刷費 0 0 0

賃借料 275,715 152,171 123,544

人件費 1,124,624 674,401 450,223

役員報酬 64,080 0 64,080

会費 100,000 100,000 0

消費税、法人税等 117,800 589,800 △ 472,000

②　管理費 2,513,872 3,289,194 △ 775,322

会議費 28,381 16,905 11,476

旅費交通費 72,644 127,040 △ 54,396

通信費 113,426 296,464 △ 183,038

什器備品費 120,539 89,021 31,518

事務用品費 110,401 64,333 46,068

印刷費 0 147,400 △ 147,400

賃借料 219,285 274,079 △ 54,794

人件費 894,451 1,214,681 △ 320,230

諸謝金 601,974 697,948 △ 95,974

役員報酬 117,480 107,480 10,000

雑費 235,291 253,843 △ 18,552

経常費用計 58,884,529 17,278,258 41,606,271

当期経常増減額 △ 7,980,219 5,870,134 △ 13,850,353

　　２．経常外増減の部

　　　(1)　経常外収益 0 0 0

　　　(2)　経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 7,980,219 5,870,134 △ 13,850,353

一般正味財産期首残高 43,031,678 37,161,544 5,870,134

一般正味財産期末残高 35,051,459 43,031,678 △ 7,980,219

第1号議案

科　　　　　　　　　　　目

⑤　事業収益

⑥　受取補助金等

正味財産増減計算書　
2021年4月1日から2022年3月31日まで
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