
Ⅰ 事業活動収支の部

1 事業活動収入

⑴ 特定資産運用収入 351,060,000 357,407,538 △6,347,538

特定資産利息収入 351,060,000 357,407,538 △6,347,538

⑵ 退職掛金収入 4,106,500,000 4,151,249,600 △44,749,600

退職掛金収入 4,032,800,000 4,076,593,409 △43,793,409

団体事務費収入 73,700,000 74,656,191 △956,191

⑶ 雑収入 - 110,310 △110,310

- 110,310 △110,310

事業活動収入計 4,457,560,000 4,508,767,448 △51,207,448

2 事業活動支出

⑴ 事業費支出 5,508,500,000 4,889,206,479 619,293,521

事業人件費支出 22,360,000 23,583,858 △1,223,858

給料手当支出 19,400,000 20,510,383 △1,110,383 職員等給料手当

法定福利費支出 2,960,000 3,073,475 △113,475 社会保険料ほか

退職金等共済給付費用支出 5,366,000,000 4,789,118,767 576,881,233 9,558人分

運用委託費支出 100,700,000 60,432,235 40,267,765 生命保険会社への事務手数料

事業間接費支出 19,380,000 16,071,619 3,308,381

通信運搬費支出 4,400,000 3,620,595 779,405

印刷製本費支出 420,000 526,033 △106,033
加入事業所宛制度改正
冊子印刷費ほか

賃借料支出 1,900,000 1,869,273 30,727 コンピューター機器ほか

委託費支出 9,300,000 7,083,426 2,216,574

手数料支出 3,360,000 2,972,292 387,708 後納送金為替手数料ほか

⑵ 管理費支出 31,960,000 35,927,755 △3,967,755

管理人件費支出 20,280,000 19,813,379 466,621

役員報酬支出 3,700,000 3,682,470 17,530

給料手当支出 13,980,000 13,631,007 348,993 職員等給料手当

法定福利費支出 2,600,000 2,499,902 100,098 社会保険料ほか

管理運営費支出 11,680,000 16,114,376 △4,434,376

賃借料支出 9,950,000 9,882,045 67,955 事務室、コンピュータ機器ほか

諸謝金支出 - 100,000 △100,000 退職金共済審査会委員報酬

租税公課支出 - 6,000 △6,000

委託費支出 540,000 512,448 27,552 事務室清掃料ほか

手数料支出 1,190,000 1,132,083 57,917 外部監査料ほか

貸倒引当金繰入支出 - 4,481,800 △4,481,800

委託生命保険会社運用利息
ほか

平均掛金月額：4,582円/人

退職金等共済給付費用
未払金戻入収入

時効経過分退職給付未払金：
２名分

郵便料、電話料、通信料ほか

会費収納、機械保守、事務
委託人件費ほか

退職金等特別会計　収支計算書
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⑶ 他会計への繰入金支出 - 3,474,087 △3,474,087

一般会計への繰入金支出 - 3,474,087 △3,474,087

事業活動支出計 5,540,460,000 4,928,608,321 611,851,679

小計 △1,082,900,000 △419,840,873 △663,059,127

法人税、住民税及び事業税支出 - - -

事業活動収支差額 △1,082,900,000 △419,840,873 △663,059,127

Ⅱ 投資活動収支の部

1 投資活動収入

⑴ 特定資産取崩収入 5,366,000,000 4,883,551,002 482,448,998

退職金等共済積立資産取崩収入 5,366,000,000 4,849,551,002 516,448,998
退職金等共済給付費用の
支払財源

- 34,000,000 △34,000,000 再運用分

⑵ その他固定資産売却収入 - 34,385,940 △34,385,940

投資有価証券売却収入 - 34,385,940 △34,385,940 第一生命割当株式売却代

投資活動収入計 5,366,000,000 4,917,936,942 448,063,058

2 投資活動支出

⑴ 特定資産取得支出 4,283,100,000 4,498,096,069 △214,996,069

退職金等共済積立資産取得支出 4,283,100,000 4,463,910,959 △180,810,959
退職金等共済給付費用の
積立財源

- 34,185,110 △34,185,110
再運用分を含む
(うち実質額　185,110円）

投資活動支出計 4,283,100,000 4,498,096,069 △214,996,069

投資活動収支差額 1,082,900,000 419,840,873 663,059,127

Ⅲ 財務活動収支の部

1 財務活動収入 - - -

2 財務活動支出 - - -

財務活動収支差額 - - -

Ⅳ 予備費支出 - - -

当期収支差額 - - -

前期繰越収支差額 - - -

次期繰越収支差額 - - -

過年度退職給付未払金支払
準備金積立資産取崩収入

過年度退職給付未払金支払
準備金積立資産取得支出


