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This document contains the report of JASAL’s treasury for the AGM at JASAL 2021.

Report from Treasurer

Previous Fiscal Yeare
JASAL ended FY2020 with a balance of ¥255,670. Although the JASAL2020 conference budget
ran a deficit of (¥11,880), the Independent Learning Association (ILA) made a sizable donation to
JASAL’s Student Support Fund. The entirety of this donation has been reserved for student grants
at future face-to-face events. The FY2020 budget was successfully audited by Matthew Porter on
25 October 2021 (link to document).

Current Fiscal Year Status
JASAL entered FY2021 with a healthy budget and reserve funds. The JASAL2021 conference was
initially budgeted with a small anticipated loss, but owing to the scheduling of one plenary speaker
instead of two, the conference concluded with a surplus ¥19,029. The full conference budget can
be found as a secondary tab in the FY2021 JASAL Budget.

Despite the pandemic, JASAL has been able to maintain a reserve fund for future grants. JASAL
currently maintains a balance of ¥269,970 much of which is expected to be carried over into
FY2022.

Future Outlook
Having successfully operated on shoestring budgets and online conferences for the past two
years, there is no reason to believe that this organization’s financial stability will come into question
in the coming years, especially as we look ahead to offering face-to-face events in the future.

Other Notes
This was my third year as Treasurer for JASAL, and my main duties were (1) to create and monitor
the budget for FY2021 (2) manage the flow of funds in and out of JASAL’s financial account, and
(3) cooperate with our Auditor, Mathew Porter, as he worked to audit our records for FY2020. In
addition, I made slight improvements to JASAL’s system for processing payments and receipts. I
will be running for a second consecutive term as Treasurer.

This concludes the Treasurer Report for the 2021 AGM.
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https://drive.google.com/file/d/1PWBZJPXhsss355KC8vzbek0jJKNO2rgN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YJV5p0Dhp-ccjfLlbl_v34s80W6_awjZWjGJqDJ74Qo/edit#gid=1748850414
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本資料は、JASAL2021年次総会に向けたJASALの財務報告です。

会計報告

前年度

JASALは、255,670円の残高で2020年度を終了しました。JASAL2020の学会予算は（11,880円）の赤
字となりましたが、Independent Learning Association（ILA）からJASALの学生支援基金に多額の寄付
を頂きました。この寄付金は全額、今後の対面式イベントにおける学生助成金として確保しました。

2020年度の予算は、2021年10月25日にマシュー・ポーター氏による監査を受け、無事終了しました
（文書へのリンク）。

現在の財政状況

JASALは健全な予算と予備費で2021年度を迎えました。JASAL2021学会は、当初は若干の赤字を見
込んでいましたが、プレナリースピーカーを2名から1名に変更したことで、19,029円の黒字となりまし
た。カンファレンスの全予算は、FY2021 JASAL Budgetに掲載されています。

パンデミックにもかかわらず、JASALは将来の助成金のための予備資金を維持することができました。
現在、JASALは269,970円の残高を維持しており、その大部分は2022年度に持ち越される予定です。

今後の見通し

過去2年間、少額予算とオンライン学会の成功を収めることができました。将来的に対面式のイベントを
提供することを特に見込んでいますが、本組織の財政的安定性を今後数年間で問題視されることはあ

りません。

他

JASALの財務担当者として3年目となりますが、私の主な任務は、（1）2021年度の予算の作成と監視、
（2）JASALの財務口座への資金の出入りの管理、（3）2020年度の記録を監査するために監査役の
Mathew Porter氏に協力することでした。さらに、JASALの支払いと領収書の処理システムを少し改善
しました。私は2期連続で財務担当者として立候補します。

以上で、2021年の年次総会に向けての会計報告を終わります。

2 of 2


