
第１号議案 
令和元年度事業報告 

 
 成年後見制度の利用は必要不可欠なものであり、今後も増加が見込まれます。昨年度は、

富山家庭裁判所、同裁判所高岡支部、同裁判所魚津支部の他、病院施設、個人からも法人後

見等の依頼があり受任することができました。また、富山県社会保険労務士会が主催する障

害年金無料相談と連携し、県内各地で相談会を実施しました。 
 また、社労士の専門性・優位性を周知するとともに、社会貢献を行い、受任に向けての取

組と広報活動をはじめとする次の事業活動を行いました。 
 

実施年月日 内   容 

平成３１年４月 ３日 ・理事会 サンシップとやま 

・成年後見センター富山 平成 30 年度の監査実施 

２５日 ・第６回定時総会 サンシップとやま 501 号室 出席 16 名委任状 5 名 

・総会後に富山地方裁判所の小林礼子判事の講演 

令和元年 ６月１２日 ・理事会 サンシップとやま 

２６日 ・障害年金無料相談会に参加 富山市民病院 

７月 ５日 ・富山家庭裁判所連絡協議会の参加 

２４日 ・障害年金無料相談会に参加 富山大学病院 

８月２１日 ・理事会 サンシップとやま 

９月２１日 ・成年後見人事務担当者の更新研修 サンシップとやま 

・成年後見制度事例研究会 サンシップとやま 

１０月２３日 ・理事会 サンシップとやま 

２４日 ・会費の振込案内通知 

       ２５日 ・障害年金無料相談会に参加 富山県リハビリ病院 

       ２７日 ・富山県社労士会広報活動に参加 イオン高岡 

    １１月 ６日 ・障害年金無料相談会に参加 高岡市民病院 

       １０日 ・富山県社労士会広報活動に参加 アピア 

１２月 ４日 ・理事会 サンシップとやま 

令和２年 １月１４日 ・富山家庭裁判所連絡協議会の参加 

２４日 ・広報誌 「第 9 回成年後見センター便り新年号」の発行 

２月 ６日 ・理事会 サンシップとやま 

３月１９日 ・理事会 サンシップとやま 

 
 



（単位　：　円）

収入の部 支出の部

項目 科目 予算額 決算額 差異 項目 科目 予算額 決算額 差異

経常収入 442,150 473,744 -31,594 経常支出 730,000 734,308 -4,308

会費収入 384,000 387,000 -3,000 管理費 20,000 205,470 -185,470

研修費負担収入 48,000 86,000 -38,000 会議費 30,000 52,863 -22,863

雑収入 10,000 742 9,258 通信費 40,000 38,080 1,920

受取利息 150 2 148 図書印刷費 10,000 0 10,000

旅費交通費 300,000 375,000 -75,000

広告宣伝費 20,000 13,520 6,480

福利厚生費 0 0 0

研修費 20,000 30,624 -10,624

講師謝金 10,000 0 10,000

備品消耗費 20,000 2,916 17,084

事務費 0 0 0

租税公課 0 200 -200

雑費 30,000 15,635 14,365

予備費 50,000 0 50,000

事業収入 5,000,000 6,713,500 -1,713,500 事業支出 4,790,000 6,047,761 -1,257,761

事業支出 4,750,000 6,027,858 -1,277,858

事業管理費 40,000 19,903 20,097

収入合計 5,442,150 7,187,244 -1,745,094 支出合計 5,520,000 6,782,069 -1,262,069

前期繰越額 1,484,336 次期繰越額 1,889,511

合計 8,671,580 合計 8,671,580

一般社団法人　社労士成年後見センター富山

第2号議案

令和元年度収支決算書

自　平成31年4月1日

至　令和 2年3月31日



第2号議案

一般社団法人　社労士成年後見センター富山

（単位　：　円）

科目 金額 科目 金額

現金 158,764 預り金 90,974

普通預金 1,645,777 次期繰越金 1,889,511

ゆうちょ銀行 175,944

合計 1,980,485 合計 1,980,485

資産の部 負債・資本の部

貸借対照表

令和2年3月31日



第2号議案

科目の内訳

令和2年3月31日

（単位　：　円）

科目 内訳 金額

資産の部

現金 158,764

普通預金 北陸銀行電気ビル支店、新湊信用金庫富山支店 1,645,777

ゆうちょ銀行 富山花園郵便局 175,944

負債の部

預り金 源泉所得税（事務担当者　報酬） 90,974

収入の部

会費収入
正会員　　　　　　　　　　266000
賛助会員　　　　　　　 　121000

387,000

研修負担金収入 新規養成研修4人 86,000

事業収入 6,713,500

雑収入 社会保険労務士賠償保険 742

受取利息 北陸銀行　普通預金 2

支出の部

管理費 205,470

会議費 会場費等 52,863

通信費 電話料金　　平成31年4月～令和2年3月 38,080

旅費交通費 理事会、研修費 375,000

広告宣伝費 広報紙、 13,520

福利厚生費 0

研修費 会場費（サンシップとやま）、資料代 30,624

講師謝金 0

備品消耗費 名刺等 2,616

事務費 0

租税公課 印紙税 200

図書印刷費 0

雑費 振込料金等 15,635

事業支出費 事務担当者　報酬　16件 6,027,858

事業管理費 印紙代等 19,903

一般社団法人社労士成年後見センター富山


