
作成日：2014/5/23
文責：13年度クラブ連盟会長　橡谷枝利香

クラブ連盟　2013年度決算報告書

サークル名
13年度
部費

収入額

13年度
部費

支出額【A】

13年度
部費
残高

13年度
助成金
執行額

12年度
助成金

残高差し引き
支給金額

13年度
助成金

支出金額

13年度
助成金

残高【B】

うたぶ ¥78,497 ¥51,976 ¥26,521 ¥31,280 ¥0 ¥14,907 ¥16,373
華道サークルSAKU ¥86,920 ¥67,847 ¥19,073 ¥272,844 ¥272,844 ¥222,000 ¥50,844
京都瓜生山舞子連中 ¥3,975,597 ¥2,173,391 ¥1,802,206 ¥325,500 ¥325,500 ¥325,500 ¥0
軽音楽部 ¥250,000 ¥248,073 ¥1,927 ¥350,000 ¥258,090 ¥126,000 ¥224,000
古美術研究会りっかりっか ¥28,000 ¥4,240 ¥23,760 ¥21,111 ¥0 ¥20,774 ¥337
茶道部 ¥407,033 ¥358,422 ¥48,611 ¥280,000 ¥280,000 ¥280,000 ¥0
自転車部 ¥48,070 ¥48,070 ¥0 ¥182,280 ¥139,935 ¥147,823 ¥34,457

スキー部 ¥1,354,907 ¥1,324,600 ¥30,307 ¥343,000 ¥252,905 ¥203,400 ¥139,600
太道部 ¥191,088 ¥99,825 ¥91,263 ¥56,000 ¥41,565 ¥56,000 ¥0
男女バスケットボール部 ¥0 ¥0 ¥0 ¥45,942 ¥45,942 ¥0 ¥45,942
長唄三味線丈山会 ¥260,690 ¥231,407 ¥29,283 ¥189,050 ¥186,890 ¥170,355 ¥18,695
ヌードデッサン部 ¥226,123 ¥198,735 ¥27,388 ¥151,900 ¥151,900 ¥151,900 ¥0
能楽部楽心会 ¥213,617 ¥9,430 ¥204,187 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
バドミントン部 ¥153,000 ¥152,505 ¥495 ¥285,000 ¥224,677 ¥272,753 ¥12,247
バレーボール部 ¥17,743 ¥3,890 ¥13,853 ¥16,740 ¥146 ¥11,220 ¥5,520
漫画研究会K-BOX ¥47,000 ¥46,698 ¥302 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
桃色女剣劇団 ¥149,404 ¥16,600 ¥132,804 ¥27,000 ¥0 ¥27,000 ¥0
やんちゃく連 ¥24,000 ¥23,556 ¥444 ¥93,775 ¥93,775 ¥93,775 ¥0
和太鼓悳 ¥96,137 ¥96,133 ¥4 ¥259,774 ¥259,774 ¥203,056 ¥56,718
クラブ連盟委員会 ¥177,720 ¥0 ¥177,720 ¥40,700 ¥0 ¥40,700 ¥0
書道部　※活動停止中 ¥3,000 ¥0 ¥3,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

農村サークル
※2013年度をもって廃部 ¥59,000 ¥59,000 ¥0 ¥29,640 ¥29,640 ¥0 ¥29,640

合計 ¥7,847,546 ¥5,214,398 ¥2,633,148 ¥3,001,536 ¥2,563,583 ¥2,367,163 ¥634,373
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作成日：2014/5/23
文責：13年度クラブ連盟会長　橡谷枝利香

クラブ連盟　2014年度助成金予算要望書

サークル名
13年度
部費

支出額【A】

14年度助成金
申請上限額

(最高350,000円)
割合【A】：【C】＝4:6

14年度助成金
要望額【C】

14年度助成金
支払可能額【D】

（要望額−ペナルティ）

14年度助成金
支給額【D】-【B】

うたぶ ¥51,976 ¥77,964 ¥76,500 1.5p 7.5% ¥70,763 ¥54,390
華道サークルSAKU ¥67,847 ¥101,771 ¥97,390 6p ※
京都瓜生山舞子連中 ¥2,173,391 ¥350,000 ¥350,000 2.5p 12.5% ¥306,250 ¥306,250
軽音楽部 ¥248,073 ¥350,000 ¥240,000 0.5p 2.5% ¥234,000 ¥10,000
古美術研究会りっかりっか ¥4,240 ¥6,360 ¥6,360 1p(+1p) 10.0% ¥5,724 ¥5,387
茶道部 ¥358,422 ¥350,000 ¥350,000 4.5p 22.5% ¥271,250 ¥271,250
自転車部 ¥48,070 ¥72,105 ¥43,000 6p　※

スキー部 ¥1,324,600 ¥350,000 ¥303,574 0.5p 2.5% ¥295,958 ¥156,358
太道部 ¥99,825 ¥149,738 ¥85,000 7p　※
男女バスケットボール部 ¥0
長唄三味線丈山会 ¥231,407 ¥347,111 ¥276,000 0.5p 2.5% ¥269,100 ¥250,405
ヌードデッサン部 ¥198,735 ¥298,103 ¥292,000 0p 0.0% ¥292,000 ¥292,000
能楽部楽心会 ¥9,430 ¥14,145 ¥14,000 6p
バドミントン部 ¥152,505 ¥228,758 ¥228,000 0p 0.0% ¥228,000 ¥215,753
バレーボール部 ¥3,890 ¥5,835 ¥4,800 2p 10.0% ¥4,320 ¥-1,200 ※大学に返金

漫画研究会K-BOX ¥46,698 ¥70,047 ¥48,500 0.5p 7.5% ¥44,863 ¥44,863
桃色女剣劇団 ¥16,600 ¥24,900 ¥33,000 6.5p　※
やんちゃく連 ¥23,556 ¥35,334 ¥25,356 3.5p 17.5% ¥20,919 ¥20,919
和太鼓悳 ¥96,133 ¥144,200 ¥143,250 0p 0.0% ¥143,250 ¥86,532
クラブ連盟委員会 ¥0 ¥61,050 ¥88,296 0p 0.0% ¥88,296 ¥88,296
書道部　※活動停止中 ¥0 ¥0 ¥0 0p 0.0% ¥0 ¥0

農村サークル
※2013年度をもって廃部 ¥59,000 ¥0 ¥0

合計 ¥5,214,398 ¥3,037,418 ¥2,705,026 ¥2,274,693 ¥1,801,203

提出期限切れのため執行不可

ペナルティ
※ペナルティポイント５ｐ以上
は執行不可 / ( )は役員分
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