
部門名称 科目名称 集計
自立支援 寄付金収入 153,000

事業	 	 収入 28,951,558
自立支援	 集計 29,104,558
ｶﾅｴｰﾙ 寄付金収入 28,962,545

事業	 	 収入 868,513
受取利息収入 2,930
奨学金引当取崩額 9,090,000
他事業収入 600,000

ｶﾅｴｰﾙ 	 集計 39,523,988
ｶﾅｴｰﾙ福岡 寄付金収入 4,740,255

事業	 	 収入 86,616
受取利息収入 107

ｶﾅｴｰﾙ福岡	 集計 4,826,978
ｽ ﾏｲﾘﾝｸﾞ 事業	 	 収入 8,680,123

受取利息収入 1,657
ｽ ﾏｲﾘﾝｸ 	゙ 集計 8,681,780
研修 事業	 	 収入 1,137,820
研修	 集計 1,137,820
広報啓発 寄付金収入 24,096

事業	 	 収入 1,227,462
広報啓発	 集計 1,251,558
全事業所(共通)正会費収入 50,000

その他会費収入 465,000
寄付金収入 10,144,056
受取利息収入 3,927

全事業所(共通)	 集計 10,662,983

総計 95,189,665

部門名称 科目名称 集計
自立支援 旅費交通費 1,368,122

給料(事業) 9,562,000
外	 	 注	 	 費 117,500
ｲﾍ ﾝ゙ﾄ飲食費 1,315,411
印刷経費 1,082,335
会議費 24,360
事業	 	 支出 353,792
消耗品費 265,457
新聞図書費 1,000
水道光熱費 144,057
地代家賃 2,160,000
賃借料 116,980
通信費 418,657
保険料 8,896
支払手数料 8,850
雑費 37,840

自立支援	 集計 16,985,257
退所後支援 旅費交通費 204,388

外	 	 注	 	 費 240,000
会議費 112,752
消耗品費 8,447
賃借料 3,300
通信費 319,901
支払手数料 1,470

退所後支援	 集計 890,258
ｶﾅｴｰﾙ 旅費交通費 900,533

給料(事業) 3,613,400
外	 	 注	 	 費 1,029,563
ｲﾍ ﾝ゙ﾄ飲食費 710,971
印刷経費 530,221
会議費 42,787
広告宣伝費 4,000
宿泊・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 415,756
奨学金 9,900,000
奨学金引当繰入額 24,000,000
消耗品費 130,908
賃借料 477,042
通信費 488,381
保険料 15,000
支払手数料 198,016

ｶﾅｴｰﾙ 	 集計 42,456,578
ｶﾅｴｰﾙ福岡 旅費交通費 86,650

外	 	 注	 	 費 1,550,000
印刷経費 67,243
消耗品費 231,497
賃借料 36,120
通信費 29,433
支払手数料 23,475

ｶﾅｴｰﾙ福岡	 集計 2,024,418
ｽ ﾏｲﾘﾝｸﾞ 旅費交通費 8,740

外	 	 注	 	 費 87,000
広告宣伝費 1,980
事業	 	 支出 146,242
受入保証金 560,000
消耗品費 144,318
水道光熱費 349,350
地代家賃 7,476,565
通信費 18,770
補償金 1,355,468
支払手数料 2,362
雑費 15,375

ｽ ﾏｲﾘﾝｸ 	゙ 集計 10,166,170
研修 旅費交通費 272,455

給料(事業) 938,900
外	 	 注	 	 費 948,000
事業	 	 支出 57,650
消耗品費 2,250
支払手数料 210
雑費 26,000

研修	 集計 2,245,465
広報啓発 旅費交通費 40,100

外	 	 注	 	 費 70,500
ｲﾍ ﾝ゙ﾄ飲食費 31,766
印刷経費 240,325
事業	 	 支出 35,447
消耗品費 210
雑費 84,940

広報啓発	 集計 503,288
全事業所(共通)給料	 	 手当 4,973,700

法定福利費 1,114,315
役員	 	 報酬 2,448,000
旅費交通費 526,301
外	 	 注	 	 費 94,790
ｲﾍ ﾝ゙ﾄ飲食費 13,661
ソフトウェア 525,000
印刷	 	 経費 217,809
会議費 52,052
消耗品費 224,484
水道光熱費 46,980
地代	 	 家賃 180,000
賃借料 123,070
通信費 1,951,495
租税	 	 公課 251,867
支払手数料 449,487
雑	 	 	 	 	 	 費 3,912

全事業所(共通)	 集計 13,196,923

総計 88,468,357

【収入】	

【支出】	ブリッジフォースマイル	  
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