
経常増減の部
【経常収益】《予算》 （単位：円）

科目 予算額 帰属先及び配分方法
①基本財産運用益 5,557,000
　基本財産受取利息 13,000 法人会計
　　三井住友信託銀行　定期預金
　　　1. 35万円口
　　　　　平成21年9月～・年利0.07％ 200
　　　2. 500万円口
　　　　　平成21年9月～・年利0.24％ 12,000
　　　3. 170万円口
　　　　　平成24年5月～・年利0.035％ 600
　　　3. 150万円口
　　　　　平成26年4月～・年利0.01％ 200

　基本財産受取賃貸料 5,544,000 不動産賃貸
　　1.大本山増上寺
　　　435,000円×12ヵ月 5,220,000
　　2.全日本仏教会
　　　27,000円×12ヵ月 324,000

②事業収益 552,000
　入館料収益 44,000 図書館運営
　　1.現金入館料収益
 　　　100円×285名 28,500
　　2.回数券売上収益 15,500

　複写料収益 508,000 図書館運営

③受取寄付金 72,000,000
　　受取寄付金 72,000,000 寄付金総額を法人会計へ20％

残りを公益事業へ（経費割合）

④雑収益 118,000
　自販機収入 100,000 不動産賃貸
　普通預金利息 900 法人会計
　出販物収益・目録販売 16,500 図書館運営
  口座振替割引 600 不動産賃貸

経常収益の部 78,227,000
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経常増減の部
【経常費用】《予算》 （単位：円）

科目 予算額 帰属先及び配分方法
経常費用
　役員報酬 9,660,000
　　1.常勤役員（1名） 9,600,000 共通
　　2.非常勤役員（3名） 60,000 法人会計

　給与手当 33,947,000
　　1.研究部（2名） 720,000 仏教文化研究
　　2.図書館部（4名） 16,960,600 図書館運営
　　3.事務局（2名） 16,266,400 共通

　退職給付費用 0

　福利厚生費 6,141,000
　　1.社会保険料（研究部） 2,700 仏教文化研究
　　2.　　〃　　　　（図書館部） 2,788,000 図書館運営
　　3.　　〃　　　　（役員・事務局） 3,253,300 共通
　　4.社員補助金 97,000 〃

　会議費 30,000
　　役員会茶菓子代 30,000 法人会計

　旅費交通費 124,000
    1.現金精算 24,000 共通
    2.ﾊﾟｽﾓ精算 100,000 〃

　通信運搬費 529,000
    1.ピンク電話料金 39,600 不動産賃貸
    2.電話料金 336,000 共通
    3.プロバイダ料金 43,200 〃
    4.年報送料 80,200 仏教文化研究
    5.その他郵送料金 30,000 共通

　減価償却費 7,727,000
　　1.建物 7,117,000 共通（面積比）
　　2.什器備品 610,000 共通

　消耗品費 1,550,000
　　1.トイレットﾍﾟｰﾊﾟｰ 31,200 共通
　　2.複写機消耗品代 184,800 〃
　　3.図書館消耗品 396,000 図書館運営
　　4.事務局消耗品 168,000 共通
　　5.会計システム保守料 227,200 〃
　　6.複写機リース料 160,800 〃
　　7.新聞購読料 141,600 〃
　　8.その他備品購入 240,400 〃

　修繕費 1,128,000
　　1.天井水漏れ等　建物補修 1,044,000 共通（面積比）
　　2.除湿器等　什器備品修理 84,000 共通

ページ計 60,836,000
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経常増減の部
【経常費用】《予算》 （単位：円）

科目 予算額 帰属先及び配分方法
経常費用
　印刷製本費 800,000
　　1.所報第49号　250部　印刷費 111,000 仏教文化研究
　　2.年報第45号　400部　印刷費 689,000 〃

　光熱水料費 3,591,000
　　1.電気料金 3,324,200 共通（面積比）
　　2.水道料金 266,800 〃

　保険料 267,000
　　1.建物（明照会館1・2階） 184,000 共通（面積比）
　　2.什器・備品 20,500 共通
　　3.書籍 62,500 図書館運営

　諸謝金 630,000
　　1.研究座談会（5,000円×6回） 30,000 仏教文化研究
　　2.研究会費（5,000円×72回） 360,000 〃
　　3.研究取材費（30,000円×4名×2回） 240,000 〃

　租税公課 845,000
　　1.法人税 281,000 不動産賃貸
　　2.法人都民税 114,000 〃
　　3.法人事業税 46,000 〃
　　4.地方法人特別税 37,000 〃
　　5.固定資産税・都市計画税 367,000 〃

　委託費　 7,543,000
　　1.図書検索システム管理料 255,000 図書館運営
　　2.書庫消毒 146,000 〃
　　3.脱酸処理 1,023,000 〃
　　4.製本修理 170,000 〃
　　7.書庫リフト点検料 60,000 〃
　　5.施設維持管理 4,928,000 共通（面積比）
　　6.樹木維持管理 961,000 〃

　雑費 1,196,000
　　1.会費 150,000 共通
　　2.煎茶代 20,000 〃
　　3.振込手数料 60,000 〃
　　4.奉納金・冥加料 15,000 〃
　　5.講習会費 74,200 〃
　　6.健康診断料 25,000 〃
　　7.玄関マットレンタル料 92,400 〃
　　8.廃棄物処理 202,000 〃
　　9.その他 557,400 〃

ページ計 14,872,000
経常費用計 75,708,000
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投資活動支出
【投資活動支出】《予算》 （単位：円）

科目 予算額 帰属先及び配分方法
基本財産取得支出 9,387,000
　　1.建物保全費 7,117,000 共通（面積比）
　　2.図書購入費 2,270,000 図書館運営
　　　雑誌 520,000
　　　図書 1,750,000

固定資産取得支出 250,000
　　1.業務用除湿機 250,000 共通

投資活動支出計 9,637,000
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