
　［特定パーティーの概要］
　　　（名称） （対価収入） （支払者数） （開催場所）
　　　　井上貴博政経文化セミナー 13,359,685円 1194人 福岡市博多区
　　　　小計 13,359,685円
　［政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳］

　　　井上貴博政経文化セミナー平成２５年１１月１８日
　　　　　（イ）法人その他からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　　　　井上吉商事（株） 650,000円 福岡市中央区
　　　　　　　中洲エレガンス（株） 300,000円 福岡市博多区
　　　　　　　一般社団法人福岡県飲料業生活衛生同業組合
               連合会

280,000円 福岡市博多区

　　　　　　　（株）麻生 550,000円 飯塚市
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 4,375,419円
　　　　　（ア）人件費 3,053,100円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,293,919円
　　　　　（エ）事務所費 28,400円
　　　イ　政治活動費 20,130,176円
　　　　　（ア）組織活動費 910,430円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 3,219,746円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 1,625,190円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 1,594,556円
　　　　　（オ）寄附・交付金 16,000,000円
　合計 24,505,595円

87 自由民主党福岡県第九選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 三原　朝彦
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.05.07
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 78,868,946円
　　　ア　前年繰越額 38,655,232円
　　　イ　本年収入額 40,213,714円
　（２）支出総額 50,413,957円
　（３）翌年への繰越額 28,454,989円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 25,433,238円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 25,433,238円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 15,304,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 10,029,238円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 100,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 611,500円
　　　　　　明朝会懇親会 176,000円
　　　　　　市瀬地区東京旅行反省会 39,000円
　　　　　　桜を見る会写真交換会 5,500円
　　　　　　すずきの通信購読料 6,000円
　　　　　　すずきの通信購読料 350,000円
　　　　　　折尾地区後援会 35,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,500,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　カ　その他の収入 1,668,976円
　　　　　　社会保険個人より預り金 1,520,610円
　　　　　　自由民主党八幡西支部事務費 120,000円

85 自由民主党福岡県倉庫支部

報告年月日 26.03.27
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 353,228円
　　　ア　前年繰越額 280,528円
　　　イ　本年収入額 72,700円
　（２）支出総額 65,800円
　（３）翌年への繰越額 287,428円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 3,900円 3人
　　　カ　その他の収入 68,800円
　　　　　　一件十万円未満のもの 68,800円
　合計 72,700円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 35,000円
　　　　　（ア）人件費 35,000円
　　　イ　政治活動費 30,800円
　　　　　（ア）組織活動費 30,800円
　合計 65,800円

86 自由民主党福岡県第一選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 井上　貴博
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.06.02
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 44,975,584円
　　　ア　前年繰越額 1,754,609円
　　　イ　本年収入額 43,220,975円
　（２）支出総額 24,505,595円
　（３）翌年への繰越額 20,469,989円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 17,361,290円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 17,361,290円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 15,361,290円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 2,000,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 13,359,685円
　　　　　　井上貴博政経文化セミナー 13,359,685円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,500,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　合計 43,220,975円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　井上吉商事（株） 7,500,000円 福岡市中央区
　　　　（有）福岡市自動車学校 4,661,290円 福岡市東区
　　　　九州産業不動産（株） 3,200,000円 福岡市中央区
　　　　小計 15,361,290円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　為公会 2,000,000円 東京都千代田区
　　　　小計 2,000,000円
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１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 54,367,943円
　　　ア　前年繰越額 2,431,562円
　　　イ　本年収入額 51,936,381円
　（２）支出総額 32,546,390円
　（３）翌年への繰越額 21,821,553円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 39,519,242円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 39,492,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 5,600,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 2,152,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 31,740,000円
　　　　　（イ）政党匿名寄附 27,242円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 250,000円
　　　　　　その他の事業 250,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,160,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 160,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　カ　その他の収入 7,139円
　　　　　　一件十万円未満のもの 7,139円
　合計 51,936,381円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　伊東　鐘賛 360,000円 福岡市中央区
　　　　太田　誠一 1,200,000円 福岡市早良区
　　　　古賀　篤 4,000,000円 福岡市早良区
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 5,600,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　ＵＣＣ上島珈琲（株）九州支社 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）サン・ライフ 120,000円 福岡市博多区
　　　　セム・マルマツ（株） 110,000円 福岡市東区
　　　　（株）ハックベリーパートナーズ 120,000円 福岡市博多区
　　　　九州大栄陸運（株） 120,000円 福岡市東区
　　　　松田都市開発（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　城島産業（株） 130,000円 福岡市早良区
　　　　（株）正興サービス＆エンジニアリング 60,000円 福岡市博多区
　　　　（株）創生事業団 360,000円 福岡市東区
　　　　太平ビルサービス（株） 60,000円 福岡市中央区
　　　　粕屋殖産（株） 120,000円 糟屋郡粕屋町
　　　　飯盛会倉光病院 100,000円 福岡市西区
　　　　（株）福岡リアルティ 120,000円 福岡市博多区
　　　　福岡ロードサービス（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　福岡地所（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　福岡地所シニアライフ（株） 120,000円 福岡市東区
　　　　その他 132,000円
　　　　小計 2,152,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　福岡市薬剤師連盟 200,000円 福岡市中央区
　　　　宏池政策研究会 2,000,000円 東京都千代田区
　　　　古賀あつし後援会 23,000,000円 福岡市早良区
　　　　篤政会 6,500,000円 福岡市早良区
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 31,740,000円
　（２）支出の内訳

　　　　仲建設（株） 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　西田工業（株） 60,000円 飯塚市
　　　　日東ベンディング西日本（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）初瀬屋 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　宮本産商（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　学校法人緑ヶ丘学園緑ヶ丘第二幼稚園 110,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）安井組 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　（有）大和タクシー 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）安田生花店 57,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）安川トランスポート 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　（医）行橋クリニック 500,000円 行橋市
　　　　菱信産業（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）和光 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　ワタキューセイモア（株）九州支店 120,000円 佐賀県小城市
　　　　大同自動車（株） 56,220円 北九州市八幡西区
　　　　ドーカイ商事（株） 60,000円 北九州市八幡東区
　　　　（株）丸都運輸 240,000円 遠賀郡岡垣町
　　　　（株）豊栄 120,000円 北九州市小倉南区
　　　　（医）ふらて会西野病院 240,000円 北九州市八幡東区
　　　　（有）直方葬祭 120,000円 直方市
　　　　（株）総合システム 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）日芳興産 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　マインド（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）白海 120,000円 北九州市若松区
　　　　日本ヒューム（株）福岡支社 60,000円 福岡市博多区
　　　　（株）宇佐美運輸機工 100,000円 北九州市若松区
　　　　（株）海渡設計 120,000円 田川郡福智町
　　　　日本電話センター（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　中嶋化学工業（株） 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　協栄興産（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　山一建設工業（株） 60,000円 北九州市小倉北区
　　　　（株）上津役製作所 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）栄陽子留学研究所 120,000円 東京都港区
　　　　（株）北九州印刷 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　富士岐工産（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　不二貿易（株） 120,000円 北九州市若松区
　　　　（株）タカギ 120,000円 北九州市小倉南区
　　　　その他 1,386,018円
　　　　小計 10,029,238円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　福岡県医師連盟 100,000円 福岡市博多区
　　　　小計 100,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 28,816,991円
　　　　　（ア）人件費 18,180,158円
　　　　　（イ）光熱水費 535,736円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 2,448,214円
　　　　　（エ）事務所費 7,652,883円
　　　イ　政治活動費 21,596,966円
　　　　　（ア）組織活動費 7,816,207円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 10,525,009円
　　　　　　　ａ　機関紙誌の発行事業費 2,052,500円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 8,085,652円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 386,857円
　　　　　（エ）調査研究費 15,750円
　　　　　（オ）寄附・交付金 3,240,000円
　合計 50,413,957円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 1,800,000円

　　　　　　一件十万円未満のもの 28,366円
　合計 40,213,714円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　上野　益弘 60,000円 遠賀郡水巻町
　　　　中司　郁代 60,000円 遠賀郡遠賀町
　　　　柳　恵美子 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　舩津　清子 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　長野　熙 242,000円 北九州市八幡西区
　　　　小宮　俊秀 1,500,000円 行橋市
　　　　小宮　菫 2,750,000円 行橋市
　　　　松本　美香 3,900,000円 行橋市
　　　　小宮　裕 2,100,000円 大分県大分市
　　　　奥村　美絵 1,800,000円 福岡市中央区
　　　　宇佐美　正則 100,000円 北九州市八幡西区
　　　　長谷川　浩子 300,000円 東京都港区
　　　　山田　憲義 100,000円 中間市
　　　　高森　道雄 100,000円 鳥取県鳥取市
　　　　髙嶋　康年 100,000円 北九州市八幡西区
　　　　中川原　三和子 100,000円 佐賀県鳥栖市
　　　　石原　健一 120,000円 兵庫県神戸市東灘区
　　　　永野　サカヱ 1,000,000円 北九州市八幡西区
　　　　宮本　克彦 300,000円 東京都世田谷区
　　　　その他 432,000円
　　　　小計 15,304,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（有）ワイド・エー 120,000円 田川郡福智町
　　　　（株）阿部光林社 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）飯塚ホンダ 60,000円 飯塚市
　　　　（株）石松商会 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（有）泉商会 400,000円 北九州市八幡西区
　　　　上野精機（株） 1,060,000円 遠賀郡水巻町
　　　　永順産業（株） 120,000円 遠賀郡岡垣町
　　　　（有）オートアベニュー 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　大石産業（株） 60,000円 北九州市八幡東区
　　　　大島建設（株） 60,000円 北九州市若松区
　　　　岡﨑建工（株） 120,000円 北九州市小倉北区
　　　　折尾タクシー（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）遠賀タクシー 120,000円 遠賀郡遠賀町
　　　　梶原塗装（株） 60,000円 北九州市八幡東区
　　　　（医）義翔会小嶺江藤病院 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　北九州ふよう（株） 120,000円 北九州市小倉北区
　　　　（有）楠木建築設計事務所 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　工藤産業（株） 120,000円 北九州市八幡東区
　　　　くらてガス（株） 120,000円 鞍手郡鞍手町
　　　　（有）公益社 60,000円 中間市
　　　　（有）鴻鵠産業 500,000円 行橋市
　　　　小西建設工業（株） 120,000円 遠賀郡岡垣町
　　　　三和金属（株） 60,000円 北九州市若松区
　　　　（株）菅原福岡営業所 120,000円 福岡市東区
　　　　（株）田中 120,000円 北九州市若松区
　　　　大光炉材（株） 100,000円 北九州市戸畑区
　　　　大同建設（株） 120,000円 北九州市小倉北区
　　　　髙倉運輸（株） 240,000円 遠賀郡遠賀町
　　　　（株）太平設計 60,000円 北九州市小倉北区
　　　　（株）東筑軒 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　洞海マリンシステムズ（株） 60,000円 北九州市若松区
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１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 54,367,943円
　　　ア　前年繰越額 2,431,562円
　　　イ　本年収入額 51,936,381円
　（２）支出総額 32,546,390円
　（３）翌年への繰越額 21,821,553円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 39,519,242円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 39,492,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 5,600,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 2,152,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 31,740,000円
　　　　　（イ）政党匿名寄附 27,242円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 250,000円
　　　　　　その他の事業 250,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,160,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 160,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　カ　その他の収入 7,139円
　　　　　　一件十万円未満のもの 7,139円
　合計 51,936,381円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　伊東　鐘賛 360,000円 福岡市中央区
　　　　太田　誠一 1,200,000円 福岡市早良区
　　　　古賀　篤 4,000,000円 福岡市早良区
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 5,600,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　ＵＣＣ上島珈琲（株）九州支社 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）サン・ライフ 120,000円 福岡市博多区
　　　　セム・マルマツ（株） 110,000円 福岡市東区
　　　　（株）ハックベリーパートナーズ 120,000円 福岡市博多区
　　　　九州大栄陸運（株） 120,000円 福岡市東区
　　　　松田都市開発（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　城島産業（株） 130,000円 福岡市早良区
　　　　（株）正興サービス＆エンジニアリング 60,000円 福岡市博多区
　　　　（株）創生事業団 360,000円 福岡市東区
　　　　太平ビルサービス（株） 60,000円 福岡市中央区
　　　　粕屋殖産（株） 120,000円 糟屋郡粕屋町
　　　　飯盛会倉光病院 100,000円 福岡市西区
　　　　（株）福岡リアルティ 120,000円 福岡市博多区
　　　　福岡ロードサービス（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　福岡地所（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　福岡地所シニアライフ（株） 120,000円 福岡市東区
　　　　その他 132,000円
　　　　小計 2,152,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　福岡市薬剤師連盟 200,000円 福岡市中央区
　　　　宏池政策研究会 2,000,000円 東京都千代田区
　　　　古賀あつし後援会 23,000,000円 福岡市早良区
　　　　篤政会 6,500,000円 福岡市早良区
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 31,740,000円
　（２）支出の内訳

88 自由民主党福岡県第五選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 原田　義昭
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.05.27
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 25,729,236円
　　　ア　前年繰越額 6,748,850円
　　　イ　本年収入額 18,980,386円
　（２）支出総額 21,262,709円
　（３）翌年への繰越額 4,466,527円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 6,840,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 6,840,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 5,340,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 1,500,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,140,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 140,000円
　　　カ　その他の収入 386円
　　　　　　一件十万円未満のもの 386円
　合計 18,980,386円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　原田　義昭 4,800,000円 太宰府市
　　　　中島　憲雄 300,000円 神奈川県小田原市
　　　　岡田　唯洋 200,000円 神奈川県秦野市
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 5,340,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　日本医師連盟 1,500,000円 東京都文京区
　　　　小計 1,500,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 14,570,188円
　　　　　（イ）光熱水費 462,065円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 4,423,779円
　　　　　（エ）事務所費 9,684,344円
　　　イ　政治活動費 6,692,521円
　　　　　（ア）組織活動費 596,179円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 3,815,825円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 3,815,825円
　　　　　（エ）調査研究費 40,517円
　　　　　（オ）寄附・交付金 2,240,000円
　合計 21,262,709円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 1,800,000円

89 自由民主党福岡県第三選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 古賀　　篤
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.05.30
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　　　　小計 3,170,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）花水セラミックデンタル 240,000円 糟屋郡篠栗町
　　　　（有）ピーエムラボ 240,000円 大分県大分市
　　　　（有）ニューセラデンタル 240,000円 大分県別府市
　　　　（株）タイヨーデンタル 180,000円 山口県下関市
　　　　（有）サンエイデンタル 240,000円 大分県中津市
　　　　（株）福岡マイスターラボ 240,000円 福岡市博多区
　　　　デンタルシステム（株） 240,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）船津工房 240,000円 行橋市
　　　　（株）プロアート 180,000円 京都府京都市右京区
　　　　（有）キャストクラブ 180,000円 山口県下関市
　　　　（株）共立デンタルラボラトリー 120,000円 飯塚市
　　　　（有）重末デンタルラボラトリー 300,000円 大分県大分市
　　　　（株）大一ラボ 240,000円 大分県大分市
　　　　（株）ヒサハラ 180,000円 千葉県習志野市
　　　　安達技研（有） 240,000円 大分県豊後高田市
　　　　（有）アベデンタルラボラトリー 60,000円 北九州市小倉北区
　　　　（有）ブレス 240,000円 大分県大分市
　　　　（株）フィールデンタルラボラトリ 240,000円 東京都文京区
　　　　（株）グローバルテック 60,000円 東京都目黒区
　　　　（株）コスミック恵歯研 60,000円 長野県飯田市
　　　　（有）メグデンタルラボラトリー 180,000円 東京都江東区
　　　　（株）成田デンタル 240,000円 千葉県千葉市美浜区
　　　　（株）新大倉 2,000,000円 北九州市小倉北区
　　　　その他 1,329,525円
　　　　小計 7,709,525円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　日本薬業政治連盟 2,000,000円 東京都中央区
　　　　日本薬剤師連盟 200,000円 東京都新宿区
　　　　日本医師連盟 2,000,000円 東京都文京区
　　　　山幸会 1,200,000円 東京都港区
　　　　小計 5,400,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 25,962,369円
　　　　　（ア）人件費 19,774,567円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,800円
　　　　　（エ）事務所費 6,186,002円
　　　イ　政治活動費 6,937,055円
　　　　　（ア）組織活動費 101,100円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 231,279円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 231,279円
　　　　　（オ）寄附・交付金 6,604,676円
　合計 32,899,424円

92 自由民主党福岡県第七選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 藤丸　　敏
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.06.02
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 73,488,303円
　　　ア　前年繰越額 982,293円
　　　イ　本年収入額 72,506,010円
　（２）支出総額 68,600,579円

　　　　植田　代三 180,000円 田川市
　　　　牛濱　キヨ子 600,000円 京都郡苅田町
　　　　小計 3,338,689円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（有）中本機工自動車 120,000円 田川市
　　　　（株）ツシマ 120,000円 田川市
　　　　（株）みずおか 240,000円 田川市
　　　　（株）ショージ田川営業所 100,000円 田川市
　　　　杉原組 120,000円 田川郡大任町
　　　　（株）アンクル 120,000円 京都郡苅田町
　　　　（有）田川アイドル 120,000円 田川市
　　　　（株）タイセイ・ハウジー 120,000円 東京都渋谷区
　　　　リールクリエイト（株） 120,000円 京都府京都市
　　　　（株）シーピーアール 120,000円 愛知県名古屋市
　　　　（株）千曲運輸 120,000円 埼玉県八潮市
　　　　（株）アドジックス 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　クレイトエージェンシー（株） 120,000円 東京都新宿区
　　　　（株）ジーアンドエイチ 120,000円 静岡県磐田市
　　　　（株）アットキャド 120,000円 東京都渋谷区
　　　　医療法人社団翠会 120,000円 東京都板橋区
　　　　（株）オリノ 120,000円 東京都中野区
　　　　（株）熊本あおぞら運輸 120,000円 熊本県阿蘇郡南阿蘇村
　　　　（株）輝コーポレーション 240,000円 京都府京都市伏見区
　　　　（有）グリーン企画 120,000円 熊本県熊本市
　　　　（株）旭技研設計コンサルタント 120,000円 北九州市小倉南区
　　　　（株）門司菱光 400,000円 北九州市門司区
　　　　（株）ジェイ企画 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）アーム・レポ 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）ＭＩマネジメント 120,000円 東京都中央区
　　　　（株）アスタカ 120,000円 兵庫県西宮市
　　　　（株）トラスティック 120,000円 兵庫県明石市
　　　　（株）アドビジョナリー 60,000円 東京都新宿区
　　　　（有）ベルプランズ 60,000円 東京都葛飾区
　　　　（株）プラクティ 60,000円 京都府京都市伏見区
　　　　（有）ミズホ総合研究所 60,000円 愛知県名古屋市東区
　　　　千代田計装（株） 120,000円 福岡市早良区
　　　　その他 570,000円
　　　　小計 4,670,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　福岡県医師連盟 100,000円 福岡市博多区
　　　　小計 100,000円
　［特定パーティーの概要］
　　　（名称） （対価収入） （支払者数） （開催場所）
　　　　衆議院議員武田良太政経セミナー 30,740,000円 428人 北九州市小倉北区
　　　　小計 30,740,000円
　［政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳］
　　　衆議院議員武田良太政経セミナー
　　　　　（イ）法人その他からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　　　　（株）東亜工業所 600,000円 北九州市小倉北区
　　　　　　　（株）ムネ 400,000円 田川市
　　　　　　　（医）長主病院 1,000,000円 田川郡川崎町
　　　　　　　（株）大栄工業 1,000,000円 田川市
　　　　　　　（株）門司菱光 740,000円 北九州市門司区
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 29,832,295円
　　　　　（ア）人件費 11,376,698円

　　　ア　経常経費 20,190,271円
　　　　　（ア）人件費 12,868,509円
　　　　　（イ）光熱水費 897,109円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 3,188,816円
　　　　　（エ）事務所費 3,235,837円
　　　イ　政治活動費 12,356,119円
　　　　　（ア）組織活動費 3,694,668円
　　　　　（イ）選挙関係費 2,925円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 2,297,035円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 1,844,315円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 452,720円
　　　　　（エ）調査研究費 621,491円
　　　　　（オ）寄附・交付金 1,340,000円
　　　　　（カ）その他の経費 4,400,000円
　合計 32,546,390円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 600,000円
３．資産等の内訳
　（12）借入金
　　　（借入先） （借入残高）
　　　　太田　誠一 2,000,000円

90 自由民主党福岡県第十一選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 武田　良太
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.05.29
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 79,820,160円
　　　ア　前年繰越額 27,664,674円
　　　イ　本年収入額 52,155,486円
　（２）支出総額 38,003,054円
　（３）翌年への繰越額 41,817,106円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 8,108,689円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 8,108,689円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 3,338,689円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 4,670,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 100,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 30,740,000円
　　　　　　衆議院議員武田良太政経セミナー 30,740,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,200,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,700,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　カ　その他の収入 106,797円
　　　　　　一件十万円未満のもの 106,797円
　合計 52,155,486円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　大島　誓子 60,000円 田川郡福智町
　　　　荒瀬　涼 60,000円 田川市
　　　　武田　良太 1,018,689円 田川郡福智町
　　　　宇根　茂 60,000円 広島県福山市
　　　　島田　潔 1,000,000円 東京都世田谷区
　　　　河野　裕二 200,000円 東京都国立市
　　　　七俵　智弘 160,000円 田川市
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　　　　小計 3,170,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）花水セラミックデンタル 240,000円 糟屋郡篠栗町
　　　　（有）ピーエムラボ 240,000円 大分県大分市
　　　　（有）ニューセラデンタル 240,000円 大分県別府市
　　　　（株）タイヨーデンタル 180,000円 山口県下関市
　　　　（有）サンエイデンタル 240,000円 大分県中津市
　　　　（株）福岡マイスターラボ 240,000円 福岡市博多区
　　　　デンタルシステム（株） 240,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）船津工房 240,000円 行橋市
　　　　（株）プロアート 180,000円 京都府京都市右京区
　　　　（有）キャストクラブ 180,000円 山口県下関市
　　　　（株）共立デンタルラボラトリー 120,000円 飯塚市
　　　　（有）重末デンタルラボラトリー 300,000円 大分県大分市
　　　　（株）大一ラボ 240,000円 大分県大分市
　　　　（株）ヒサハラ 180,000円 千葉県習志野市
　　　　安達技研（有） 240,000円 大分県豊後高田市
　　　　（有）アベデンタルラボラトリー 60,000円 北九州市小倉北区
　　　　（有）ブレス 240,000円 大分県大分市
　　　　（株）フィールデンタルラボラトリ 240,000円 東京都文京区
　　　　（株）グローバルテック 60,000円 東京都目黒区
　　　　（株）コスミック恵歯研 60,000円 長野県飯田市
　　　　（有）メグデンタルラボラトリー 180,000円 東京都江東区
　　　　（株）成田デンタル 240,000円 千葉県千葉市美浜区
　　　　（株）新大倉 2,000,000円 北九州市小倉北区
　　　　その他 1,329,525円
　　　　小計 7,709,525円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　日本薬業政治連盟 2,000,000円 東京都中央区
　　　　日本薬剤師連盟 200,000円 東京都新宿区
　　　　日本医師連盟 2,000,000円 東京都文京区
　　　　山幸会 1,200,000円 東京都港区
　　　　小計 5,400,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 25,962,369円
　　　　　（ア）人件費 19,774,567円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,800円
　　　　　（エ）事務所費 6,186,002円
　　　イ　政治活動費 6,937,055円
　　　　　（ア）組織活動費 101,100円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 231,279円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 231,279円
　　　　　（オ）寄附・交付金 6,604,676円
　合計 32,899,424円

92 自由民主党福岡県第七選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 藤丸　　敏
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.06.02
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 73,488,303円
　　　ア　前年繰越額 982,293円
　　　イ　本年収入額 72,506,010円
　（２）支出総額 68,600,579円

　　　　　（イ）光熱水費 1,307,526円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 4,889,253円
　　　　　（エ）事務所費 12,258,818円
　　　イ　政治活動費 8,170,759円
　　　　　（ア）組織活動費 938,115円
　　　　　（イ）選挙関係費 1,791,090円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 3,712,425円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 1,043,615円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 2,668,810円
　　　　　（エ）調査研究費 327,869円
　　　　　（オ）寄附・交付金 1,241,260円
　　　　　（カ）その他の経費 160,000円
　合計 38,003,054円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 400,000円

91 自由民主党福岡県第十選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 山本　幸三
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.02.20
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 39,481,755円
　　　ア　前年繰越額 8,581,187円
　　　イ　本年収入額 30,900,568円
　（２）支出総額 32,899,424円
　（３）翌年への繰越額 6,582,331円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 16,279,525円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 16,279,525円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 3,170,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 7,709,525円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 5,400,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,708,783円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　　　　自由民主党行橋市支部 208,783円
　　　カ　その他の収入 1,912,260円
　　　　　　家賃分担金 1,788,151円
　　　　　　敷金返金 123,560円
　　　　　　一件十万円未満のもの 549円
　合計 30,900,568円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　橋本　正彦 120,000円 飯塚市
　　　　松尾　淳一 180,000円 福津市
　　　　金子　智治 60,000円 山口県下関市
　　　　田辺　伸二 60,000円 大分県宇佐市
　　　　神崎　進幹 60,000円 東京都足立区
　　　　木股　金市 60,000円 東京都豊島区
　　　　中川　博迪 1,000,000円 東京都港区
　　　　内田　康起 100,000円 北九州市八幡東区
　　　　吉村　美昭 100,000円 北九州市小倉北区
　　　　中﨑　信一 1,000,000円 北九州市小倉北区
　　　　山地　秀樹 60,000円 北九州市小倉北区
　　　　その他 370,000円
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　　　　（株）タナカ 240,000円 大阪府岸和田市
　　　　（有）泉北商会 60,000円 大阪府高石市
　　　　（有）南野商運 60,000円 大阪府高石市
　　　　堺阪南運送（株） 120,000円 大阪府高石市
　　　　江崎グリコ（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　（株）日本発破技建 120,000円 兵庫県伊丹市
　　　　日本電気機器（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　上野製薬（株） 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　（株）サトウ花店 120,000円 大阪府大阪市福島区
　　　　塩谷硝子（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　大日本除虫菊（株） 120,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）守本回漕店 120,000円 兵庫県三原郡南淡町
　　　　サラヤ（株） 120,000円 大阪府大阪市住吉区
　　　　（株）たねや 120,000円 滋賀県愛知郡愛荘町
　　　　（株）ユニオン 120,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）美濃吉 120,000円 京都府京都市東山区
　　　　泰和産業（株） 120,000円 福岡市早良区
　　　　（株）小倉屋山本 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　田中税理会計事務所 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　植田製油（株） 120,000円 兵庫県神戸市東灘区
　　　　平川産業（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（学）清風明育社 120,000円 大阪府大阪市阿倍野区
　　　　ＵＣＣホールディングス（株） 419,265円 兵庫県神戸市中央区
　　　　岡安商事（株） 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　（株）ウエシマコーヒーフーズ 120,000円 兵庫県神戸市中央区
　　　　（株）古川商店 120,000円 大阪府堺市堺区
　　　　（宗）古峯神社 300,000円 栃木県鹿沼市
　　　　（株）壺中居 300,000円 東京都中央区
　　　　マルマツ産業（株） 120,000円 嘉穂郡桂川町
　　　　（有）川上興業 120,000円 飯塚市
　　　　（株）片岡商会 120,000円 飯塚市
　　　　麻の実会 240,000円 飯塚市
　　　　ヨツギ（株） 300,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）谷弥 120,000円 直方市
　　　　（株）玉屋 120,000円 福岡市中央区
　　　　清国産業（株） 300,000円 群馬県太田市
　　　　（株）林組 120,000円 飯塚市
　　　　岩永建設（有） 120,000円 飯塚市
　　　　舞鶴設備工業（株） 120,000円 飯塚市
　　　　福豊帝酸（株） 500,000円 飯塚市
　　　　丸両自動車運送（株） 300,000円 静岡県静岡市清水区
　　　　麻生田川コンクリート工業（株） 120,000円 田川市
　　　　鈴与興業（株） 300,000円 愛知県丹羽郡大口町
　　　　（株）坡平産業 120,000円 飯塚市
　　　　三越建設（株） 300,000円 福井県坂井郡三国町
　　　　（株）グローカル 300,000円 広島県呉市
　　　　武本ホームズ（株） 120,000円 飯塚市
　　　　真志田建材（株） 300,000円 広島県広島市西区
　　　　ナブコシステム（株） 300,000円 東京都港区
　　　　（株）多田組 120,000円 飯塚市
　　　　（株）地工 240,000円 福岡市博多区
　　　　友栄土木（株） 120,000円 飯塚市
　　　　（株）福岡タルク工業所 120,000円 嘉穂郡桂川町
　　　　（株）三信ビル管理 120,000円 飯塚市
　　　　前山倉庫（株） 300,000円 茨城県坂東市
　　　　（株）筑豊アルミセンター 120,000円 飯塚市
　　　　（株）メディセオ 100,000円 東京都中央区
　　　　共栄ビル管理（株） 400,000円 福岡市南区
　　　　三井ビルサービス（株） 200,000円 福岡市南区

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 鬼木　　誠
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.05.01
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 21,503,257円
　　　ア　前年繰越額 588,906円
　　　イ　本年収入額 20,914,351円
　（２）支出総額 15,380,464円
　（３）翌年への繰越額 6,122,793円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 7,320,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 7,320,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 5,500,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 1,620,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 200,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 150,000円
　　　　　　その他の収入 150,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,421,141円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 420,000円
　　　　　　自由民主党福岡市中央区支部 50,000円
　　　　　　自由民主党福岡市中央区第２支部 951,141円
　　　カ　その他の収入 23,210円
　　　　　　一件十万円未満のもの 23,210円
　合計 20,914,351円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　鬼木　誠 5,500,000円 福岡市中央区
　　　　小計 5,500,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　タワー不動産（株） 1,000,000円 古賀市
　　　　（株）八百治 100,000円 福岡市博多区
　　　　福高総合技術コンサルタント（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　その他 400,000円
　　　　小計 1,620,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　福岡市薬剤師連盟 200,000円 福岡市中央区
　　　　小計 200,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 9,891,956円
　　　　　（ア）人件費 7,039,620円
　　　　　（イ）光熱水費 181,182円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 993,595円
　　　　　（エ）事務所費 1,677,559円
　　　イ　政治活動費 5,488,508円
　　　　　（ア）組織活動費 362,630円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 3,369,238円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 3,086,160円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 283,078円
　　　　　（エ）調査研究費 106,640円
　　　　　（オ）寄附・交付金 1,650,000円
　合計 15,380,464円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 100,000円

　（３）翌年への繰越額 4,887,724円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 53,429,500円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 53,429,500円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 6,267,500円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 5,510,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 41,652,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,000,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　カ　その他の収入 7,076,510円
　　　　　　２／１９国政報告会会費収入 264,000円
　　　　　　２／２２国政報告会会費収入 3,557,000円
　　　　　　３／１０国政報告会会費収入 880,000円
　　　　　　３／１５国政報告会会費収入 2,202,000円
　　　　　　一件十万円未満のもの 173,510円
　合計 72,506,010円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　藤丸　敏 6,000,000円 大牟田市
　　　　金納　学 107,500円 柳川市
　　　　その他 160,000円
　　　　小計 6,267,500円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）東邦生コンクリート 240,000円 柳川市
　　　　（株）イノウエハウジング 240,000円 八女市
　　　　千寿製薬（株） 350,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　福岡県有明海漁業協同組合連合会 500,000円 柳川市
　　　　（医）笠松会 1,000,000円 宮若市
　　　　一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 1,000,000円 東京都千代田区
　　　　その他 2,180,000円
　　　　小計 5,510,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　藤丸至誠会 36,950,000円 大牟田市
　　　　宏池会 2,000,000円 東京都千代田区
　　　　日本医師連盟 2,000,000円 東京都文京区
　　　　全国不動産政治連盟 500,000円 東京都千代田区
　　　　医誠会 202,000円 久留米市
　　　　小計 41,652,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 49,639,100円
　　　　　（ア）人件費 32,312,926円
　　　　　（イ）光熱水費 726,721円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 7,988,491円
　　　　　（エ）事務所費 8,610,962円
　　　イ　政治活動費 18,961,479円
　　　　　（ア）組織活動費 10,875,324円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 2,419,930円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 2,419,930円
　　　　　（エ）調査研究費 573,700円
　　　　　（オ）寄附・交付金 5,092,525円
　合計 68,600,579円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 3,352,000円

93 自由民主党福岡県第二選挙区支部
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　　　　（株）タナカ 240,000円 大阪府岸和田市
　　　　（有）泉北商会 60,000円 大阪府高石市
　　　　（有）南野商運 60,000円 大阪府高石市
　　　　堺阪南運送（株） 120,000円 大阪府高石市
　　　　江崎グリコ（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　（株）日本発破技建 120,000円 兵庫県伊丹市
　　　　日本電気機器（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　上野製薬（株） 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　（株）サトウ花店 120,000円 大阪府大阪市福島区
　　　　塩谷硝子（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　大日本除虫菊（株） 120,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）守本回漕店 120,000円 兵庫県三原郡南淡町
　　　　サラヤ（株） 120,000円 大阪府大阪市住吉区
　　　　（株）たねや 120,000円 滋賀県愛知郡愛荘町
　　　　（株）ユニオン 120,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）美濃吉 120,000円 京都府京都市東山区
　　　　泰和産業（株） 120,000円 福岡市早良区
　　　　（株）小倉屋山本 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　田中税理会計事務所 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　植田製油（株） 120,000円 兵庫県神戸市東灘区
　　　　平川産業（株） 60,000円 北九州市八幡西区
　　　　（学）清風明育社 120,000円 大阪府大阪市阿倍野区
　　　　ＵＣＣホールディングス（株） 419,265円 兵庫県神戸市中央区
　　　　岡安商事（株） 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　（株）ウエシマコーヒーフーズ 120,000円 兵庫県神戸市中央区
　　　　（株）古川商店 120,000円 大阪府堺市堺区
　　　　（宗）古峯神社 300,000円 栃木県鹿沼市
　　　　（株）壺中居 300,000円 東京都中央区
　　　　マルマツ産業（株） 120,000円 嘉穂郡桂川町
　　　　（有）川上興業 120,000円 飯塚市
　　　　（株）片岡商会 120,000円 飯塚市
　　　　麻の実会 240,000円 飯塚市
　　　　ヨツギ（株） 300,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）谷弥 120,000円 直方市
　　　　（株）玉屋 120,000円 福岡市中央区
　　　　清国産業（株） 300,000円 群馬県太田市
　　　　（株）林組 120,000円 飯塚市
　　　　岩永建設（有） 120,000円 飯塚市
　　　　舞鶴設備工業（株） 120,000円 飯塚市
　　　　福豊帝酸（株） 500,000円 飯塚市
　　　　丸両自動車運送（株） 300,000円 静岡県静岡市清水区
　　　　麻生田川コンクリート工業（株） 120,000円 田川市
　　　　鈴与興業（株） 300,000円 愛知県丹羽郡大口町
　　　　（株）坡平産業 120,000円 飯塚市
　　　　三越建設（株） 300,000円 福井県坂井郡三国町
　　　　（株）グローカル 300,000円 広島県呉市
　　　　武本ホームズ（株） 120,000円 飯塚市
　　　　真志田建材（株） 300,000円 広島県広島市西区
　　　　ナブコシステム（株） 300,000円 東京都港区
　　　　（株）多田組 120,000円 飯塚市
　　　　（株）地工 240,000円 福岡市博多区
　　　　友栄土木（株） 120,000円 飯塚市
　　　　（株）福岡タルク工業所 120,000円 嘉穂郡桂川町
　　　　（株）三信ビル管理 120,000円 飯塚市
　　　　前山倉庫（株） 300,000円 茨城県坂東市
　　　　（株）筑豊アルミセンター 120,000円 飯塚市
　　　　（株）メディセオ 100,000円 東京都中央区
　　　　共栄ビル管理（株） 400,000円 福岡市南区
　　　　三井ビルサービス（株） 200,000円 福岡市南区

94 自由民主党福岡県第八選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 麻生　太郎
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.03.25
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 112,400,981円
　　　ア　前年繰越額 41,587,943円
　　　イ　本年収入額 70,813,038円
　（２）支出総額 79,926,408円
　（３）翌年への繰越額 32,474,573円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 58,309,265円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 58,309,265円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 570,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 32,239,265円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 25,500,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,500,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,000,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　カ　その他の収入 3,773円
　　　　　　一件十万円未満のもの 3,773円
　合計 70,813,038円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　新田　精一 120,000円 奈良県奈良市
　　　　芳賀　晟寿 120,000円 北九州市八幡東区
　　　　千　宗室 100,000円 京都府京都市上京区
　　　　森川　満 120,000円 北九州市八幡東区
　　　　その他 110,000円
　　　　小計 570,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　東京ジャパン建材会 500,000円 東京都江東区
　　　　ナイス（株） 500,000円 神奈川県横浜市鶴見区
　　　　丹平製薬（株） 430,000円 大阪府茨木市
　　　　オリエントキャピタル（株） 1,000,000円 福岡市博多区
　　　　（株）エフ・エム・アイ 130,000円 東京都港区
　　　　寺岡ファシリティーズ（株） 300,000円 北海道札幌市中央区
　　　　（株）虎屋 310,000円 東京都港区
　　　　（株）ジャパンビバレッジホールディングス 310,000円 東京都新宿区
　　　　（株）ヒューマックスシネマ 310,000円 東京都新宿区
　　　　（株）華三楽 90,000円 飯塚市
　　　　（株）小澤 180,000円 和歌山県和歌山市
　　　　泉北コンクリート工業（株） 120,000円 大阪府高石市
　　　　コスモ警備保障（株） 120,000円 大阪府大阪市北区
　　　　（株）南北 120,000円 和歌山県和歌山市
　　　　栄運輸工業（株） 120,000円 大阪府大阪市都島区
　　　　（株）丹羽アセットマネジメント 120,000円 大阪府大阪市西区
　　　　（株）金子組 120,000円 大阪府堺市北区
　　　　（医）松柏会榎坂病院 120,000円 大阪府吹田市
　　　　小林製薬（株） 120,000円 大阪府大阪市中央区
　　　　（株）西利 120,000円 京都府京都市下京区
　　　　（株）明新社 120,000円 奈良県奈良市
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　　　　　　　マルゼングループ（協） 1,000,000円 久留米市
　　　　　　　（株）鳩山企画 500,000円 東京都文京区
　　　　　　　社会福祉法人美希福祉会 300,000円 久留米市
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 7,998,081円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 3,032,631円
　　　　　（エ）事務所費 4,965,450円
　　　イ　政治活動費 25,421,507円
　　　　　（ア）組織活動費 1,235,000円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 7,606,507円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 262,500円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 7,344,007円
　　　　　（オ）寄附・交付金 16,580,000円
　合計 33,419,588円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 1,460,000円

97 自由民主党福岡県田川郡第一支部

報告年月日 26.01.23
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 4,695,946円
　　　ア　前年繰越額 862,861円
　　　イ　本年収入額 3,833,085円
　（２）支出総額 3,696,750円
　（３）翌年への繰越額 999,196円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 2,258,085円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 2,258,085円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 1,679,085円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 579,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,025,000円
　　　　　　大島道人総務企画地域振興委員長就任祝賀会 1,025,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 550,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 550,000円
　合計 3,833,085円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　中川　幸二 60,000円 田川郡福智町
　　　　中村　博幸 60,000円 田川郡福智町
　　　　鷲野　秀信 60,000円 田川郡福智町
　　　　桑野　太一郎 60,000円 田川郡福智町
　　　　中藤　譲二 60,000円 田川市
　　　　野田　重美 53,700円 田川郡福智町
　　　　中牟田　和義 120,000円 田川郡糸田町
　　　　川端　喜美男 53,700円 田川郡香春町
　　　　崎山　宏 60,000円 田川郡福智町
　　　　大島　道人 600,000円 田川郡福智町
　　　　菅野　親平 60,000円 田川市
　　　　成定　定利 119,685円 田川市
　　　　永冨　久三 60,000円 田川郡福智町
　　　　小野　康憲 120,000円 田川市
　　　　その他 132,000円
　　　　小計 1,679,085円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）竹澤建設 60,000円 田川郡福智町

　（３）翌年への繰越額 16,140,586円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 230,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 230,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 100,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 30,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 100,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 26,500,000円
　　　　　　宮内秀樹君を激励する会 11,420,000円
　　　　　　宮内秀樹君を激励する会ｉｎ東京 15,080,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,200,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,700,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　カ　その他の収入 79,754円
　　　　　　一件十万円未満のもの 79,754円
　合計 40,009,754円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　矢野　精之助 100,000円 古賀市
　　　　小計 100,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　福岡県医師連盟 100,000円 福岡市博多区
　　　　小計 100,000円
　［特定パーティーの概要］
　　　（名称） （対価収入） （支払者数） （開催場所）
　　　　宮内秀樹君を激励する会 11,420,000円 339人 福岡市東区
　　　　宮内秀樹君を激励する会ｉｎ東京 15,080,000円 258人 東京都千代田区
　　　　小計 26,500,000円
　［政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳］
　　　宮内秀樹君を激励する会
　　　　　（イ）法人その他からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　　　　福岡県運輸事業協同組合連合会 300,000円 福岡市博多区
　　　　　　　（株）福岡運輸ホールディングス 300,000円 福岡市博多区
　　　　　（ウ）政治団体からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　　　　福岡県トラック事業政治連盟 300,000円 福岡市博多区
　　　宮内秀樹君を激励する会ｉｎ東京
　　　　　（イ）法人その他からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　　　　海洋環境保全技術委員会 300,000円 東京都世田谷区
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 17,627,567円
　　　　　（ア）人件費 11,739,530円
　　　　　（イ）光熱水費 285,107円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 2,954,253円
　　　　　（エ）事務所費 2,648,677円
　　　イ　政治活動費 10,129,290円
　　　　　（ア）組織活動費 5,038,625円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 4,444,201円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 1,782,585円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 2,661,616円
　　　　　（エ）調査研究費 6,464円
　　　　　（オ）寄附・交付金 640,000円
　合計 27,756,857円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 400,000円

　　　　日立セメント（株） 200,000円 茨城県日立市
　　　　（株）三晃社 300,000円 愛知県名古屋市中区
　　　　オハヨー乳業（株） 300,000円 岡山県岡山市中区
　　　　山九（株） 240,000円 東京都中央区
　　　　マルシメ（株） 300,000円 愛知県豊橋市
　　　　飯塚道路建設（株） 120,000円 飯塚市
　　　　（株）アリオ建設工業 120,000円 鞍手郡小竹町
　　　　（有）明豊舗道 120,000円 嘉穂郡桂川町
　　　　（株）星野電興社 120,000円 飯塚市
　　　　溝江建設（株） 120,000円 飯塚市
　　　　ロイヤルホールディングス（株） 300,000円 東京都世田谷区
　　　　福岡トヨタ自動車（株） 150,000円 福岡市中央区
　　　　（株）トキワビル商会 120,000円 飯塚市
　　　　日九興産（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）正興電機製作所 120,000円 福岡市博多区
　　　　ダイダン（株） 300,000円 東京都千代田区
　　　　西尾（株） 300,000円 大阪府堺市堺区
　　　　林田コンクリート工業（株） 60,000円 飯塚市
　　　　三協技建（株） 120,000円 飯塚市
　　　　岩倉建設（株） 300,000円 北海道札幌市中央区
　　　　協栄興産（株） 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　麻生メディカルサービス（株） 500,000円 飯塚市
　　　　東洋熱工業（株） 120,000円 東京都中央区
　　　　（株）日本財産コンサルタンツ 500,000円 東京都千代田区
　　　　麻生商事（株） 7,000,000円 福岡市早良区
　　　　（株）麻生情報システム 500,000円 福岡市早良区
　　　　（株）アイエムケイ 2,000,000円 東京都杉並区
　　　　その他 2,150,000円
　　　　小計 32,239,265円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　九州素淮会 25,000,000円 飯塚市
　　　　税理士よる麻生太郎後援会 500,000円 飯塚市
　　　　小計 25,500,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 68,525,789円
　　　　　（ア）人件費 68,115,446円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 37,400円
　　　　　（エ）事務所費 372,943円
　　　イ　政治活動費 11,400,619円
　　　　　（ア）組織活動費 3,407,319円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 573,300円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 573,300円
　　　　　（オ）寄附・交付金 7,420,000円
　合計 79,926,408円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 3,300,000円

95 自由民主党福岡県第四選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 宮内　秀樹
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.05.23
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 43,897,443円
　　　ア　前年繰越額 3,887,689円
　　　イ　本年収入額 40,009,754円
　（２）支出総額 27,756,857円
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　　　　　　　マルゼングループ（協） 1,000,000円 久留米市
　　　　　　　（株）鳩山企画 500,000円 東京都文京区
　　　　　　　社会福祉法人美希福祉会 300,000円 久留米市
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 7,998,081円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 3,032,631円
　　　　　（エ）事務所費 4,965,450円
　　　イ　政治活動費 25,421,507円
　　　　　（ア）組織活動費 1,235,000円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 7,606,507円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 262,500円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 7,344,007円
　　　　　（オ）寄附・交付金 16,580,000円
　合計 33,419,588円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 1,460,000円

97 自由民主党福岡県田川郡第一支部

報告年月日 26.01.23
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 4,695,946円
　　　ア　前年繰越額 862,861円
　　　イ　本年収入額 3,833,085円
　（２）支出総額 3,696,750円
　（３）翌年への繰越額 999,196円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 2,258,085円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 2,258,085円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 1,679,085円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 579,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,025,000円
　　　　　　大島道人総務企画地域振興委員長就任祝賀会 1,025,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 550,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 550,000円
　合計 3,833,085円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　中川　幸二 60,000円 田川郡福智町
　　　　中村　博幸 60,000円 田川郡福智町
　　　　鷲野　秀信 60,000円 田川郡福智町
　　　　桑野　太一郎 60,000円 田川郡福智町
　　　　中藤　譲二 60,000円 田川市
　　　　野田　重美 53,700円 田川郡福智町
　　　　中牟田　和義 120,000円 田川郡糸田町
　　　　川端　喜美男 53,700円 田川郡香春町
　　　　崎山　宏 60,000円 田川郡福智町
　　　　大島　道人 600,000円 田川郡福智町
　　　　菅野　親平 60,000円 田川市
　　　　成定　定利 119,685円 田川市
　　　　永冨　久三 60,000円 田川郡福智町
　　　　小野　康憲 120,000円 田川市
　　　　その他 132,000円
　　　　小計 1,679,085円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）竹澤建設 60,000円 田川郡福智町

96 自由民主党福岡県第六選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号
公職の候補者の氏名 鳩山　夫
公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
報告年月日 26.04.18
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 57,488,640円
　　　ア　前年繰越額 3,160,765円
　　　イ　本年収入額 54,327,875円
　（２）支出総額 33,419,588円
　（３）翌年への繰越額 24,069,052円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 10,100,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 10,100,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 10,000,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 100,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 31,217,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第六選挙区支部鳩山邦夫政経
             パーティー

31,217,000円

　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 13,000,000円
　　　　　　自由民主党本部 12,500,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 500,000円
　　　カ　その他の収入 10,875円
　　　　　　一件十万円未満のもの 10,875円
　合計 54,327,875円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　ワールドメイド 10,000,000円 静岡県伊豆市
　　　　小計 10,000,000円
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　環境推進研究会 100,000円 鹿児島県鹿児島市
　　　　小計 100,000円
　［特定パーティーの概要］
　　　（名称） （対価収入） （支払者数） （開催場所）
　　　　自由民主党福岡県第六選挙区支部鳩山邦夫政経
         パーティー

31,217,000円 1014人 福岡市博多区

　　　　小計 31,217,000円
　［政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳］
　　　自由民主党福岡県第六選挙区支部鳩山邦夫政経
       パーティー
　　　　　（ア）個人からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の氏名） （金額） （住所）
　　　　　　　飯笹　実 1,000,000円 久留米市
　　　　　（イ）法人その他からの対価の支払
　　　　　　（対価の支払をした者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　　　　（医）コミュノテ風と虹のぞえ総合診療病院 300,000円 久留米市
　　　　　　　グリーングループ（株） 1,000,000円 大分県日田市
　　　　　　　金子建設（株） 1,500,000円 久留米市
　　　　　　　（有）金子ビル 500,000円 久留米市
　　　　　　　（医）社団芳香会 1,500,000円 福岡市中央区
　　　　　　　唐津不動産（有） 250,000円 福岡市中央区
　　　　　　　（有）マイカコーポレーション 250,000円 福岡市中央区
　　　　　　　全国電機商業組合連合会 500,000円 東京都文京区
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２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 1,402,700円 1080人
　　　イ　寄附 652,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 652,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 652,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 200,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 200,000円
　　　カ　その他の収入 32,976円
　　　　　　一件十万円未満のもの 32,976円
　合計 2,287,676円
　［寄附の内訳］
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　自由国民会議 652,000円 東京都千代田区
　　　　小計 652,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 608,978円
　　　　　（ア）人件費 88,200円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 2,407円
　　　　　（エ）事務所費 518,371円
　　　イ　政治活動費 1,284,142円
　　　　　（ア）組織活動費 521,647円
　　　　　（オ）寄附・交付金 750,000円
　　　　　（カ）その他の経費 12,495円
　合計 1,893,120円

104 自由民主党福岡県トラック支部

報告年月日 26.02.27
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 1,376,588円
　　　ア　前年繰越額 911,219円
　　　イ　本年収入額 465,369円
　（２）支出総額 400,420円
　（３）翌年への繰越額 976,168円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 265,200円 204人
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 200,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 200,000円
　　　カ　その他の収入 169円
　　　　　　一件十万円未満のもの 169円
　合計 465,369円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 420円
　　　　　（エ）事務所費 420円
　　　イ　政治活動費 400,000円
　　　　　（ア）組織活動費 400,000円
　合計 400,420円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 400,000円

105 自由民主党福岡県中間市第一支部

報告年月日 26.03.18
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 5,918,567円

　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 950,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 320,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 630,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 550,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第５選挙区支部 100,000円
　　　カ　その他の収入 27円
　　　　　　一件十万円未満のもの 27円
　合計 1,500,027円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　井本　邦彦 250,000円 太宰府市
　　　　その他 70,000円
　　　　小計 320,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 880,905円
　　　　　（ア）人件費 375,000円
　　　　　（イ）光熱水費 47,011円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 146,707円
　　　　　（エ）事務所費 312,187円
　　　イ　政治活動費 121,005円
　　　　　（ア）組織活動費 121,005円
　合計 1,001,910円

100 自由民主党福岡県宅建支部

報告年月日 26.03.31
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 17,323,988円
　　　ア　前年繰越額 6,474,423円
　　　イ　本年収入額 10,849,565円
　（２）支出総額 10,698,394円
　（３）翌年への繰越額 6,625,594円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 516,400円 192人
　　　イ　寄附 10,189,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 10,189,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 54,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 10,135,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 135,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 135,000円
　　　カ　その他の収入 9,165円
　　　　　　一件十万円未満のもの 9,165円
　合計 10,849,565円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　久間　美弓 54,000円 久留米市
　　　　小計 54,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　作州不動産（株） 54,000円 福岡市博多区
　　　　その他 10,081,000円
　　　　小計 10,135,000円
　（２）支出の内訳
　　　イ　政治活動費 10,698,394円

　　　　（株）永末組 60,000円 田川郡福智町
　　　　（株）巽工業 60,000円 田川郡福智町
　　　　福田アルミ建材（株） 60,000円 田川郡福智町
　　　　（有）池永建設 84,000円 田川郡福智町
　　　　東田川福祉会 63,000円 田川市
　　　　浦野工務店（株） 120,000円 田川市
　　　　その他 72,000円
　　　　小計 579,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 769,877円
　　　　　（ア）人件費 300,000円
　　　　　（イ）光熱水費 58,824円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 343,934円
　　　　　（エ）事務所費 67,119円
　　　イ　政治活動費 2,926,873円
　　　　　（ア）組織活動費 954,480円
　　　　　（イ）選挙関係費 183,100円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 1,189,293円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 211,356円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 977,937円
　　　　　（カ）その他の経費 600,000円
　合計 3,696,750円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 600,000円

98 自由民主党福岡県田川市第一支部

報告年月日 26.03.28
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 458,222円
　　　ア　前年繰越額 8,214円
　　　イ　本年収入額 450,008円
　（２）支出総額 450,000円
　（３）翌年への繰越額 8,222円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 450,000円
　　　カ　その他の収入 8円
　　　　　　一件十万円未満のもの 8円
　合計 450,008円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 450,000円
　　　　　（ア）人件費 450,000円
　合計 450,000円

99 自由民主党福岡県太宰府市第一支部

報告年月日 26.03.27
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 1,609,771円
　　　ア　前年繰越額 109,744円
　　　イ　本年収入額 1,500,027円
　（２）支出総額 1,001,910円
　（３）翌年への繰越額 607,861円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 950,000円
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２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 1,402,700円 1080人
　　　イ　寄附 652,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 652,000円
　　　　　　　ｃ　政治団体からの寄附 652,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 200,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 200,000円
　　　カ　その他の収入 32,976円
　　　　　　一件十万円未満のもの 32,976円
　合計 2,287,676円
　［寄附の内訳］
　　　ｃ　政治団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　自由国民会議 652,000円 東京都千代田区
　　　　小計 652,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 608,978円
　　　　　（ア）人件費 88,200円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 2,407円
　　　　　（エ）事務所費 518,371円
　　　イ　政治活動費 1,284,142円
　　　　　（ア）組織活動費 521,647円
　　　　　（オ）寄附・交付金 750,000円
　　　　　（カ）その他の経費 12,495円
　合計 1,893,120円

104 自由民主党福岡県トラック支部

報告年月日 26.02.27
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 1,376,588円
　　　ア　前年繰越額 911,219円
　　　イ　本年収入額 465,369円
　（２）支出総額 400,420円
　（３）翌年への繰越額 976,168円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 265,200円 204人
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 200,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 200,000円
　　　カ　その他の収入 169円
　　　　　　一件十万円未満のもの 169円
　合計 465,369円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 420円
　　　　　（エ）事務所費 420円
　　　イ　政治活動費 400,000円
　　　　　（ア）組織活動費 400,000円
　合計 400,420円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 400,000円

105 自由民主党福岡県中間市第一支部

報告年月日 26.03.18
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 5,918,567円

　　　　　（ア）組織活動費 374,394円
　　　　　（オ）寄附・交付金 10,324,000円
　合計 10,698,394円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 324,000円

101 自由民主党福岡県たばこ販売支部

報告年月日 26.03.19
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 193,174円
　　　ア　前年繰越額 149,647円
　　　イ　本年収入額 43,527円
　（２）支出総額 140,755円
　（３）翌年への繰越額 52,419円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　カ　その他の収入 43,527円
　　　　　　一件十万円未満のもの 43,527円
　合計 43,527円
　（２）支出の内訳
　　　イ　政治活動費 140,755円
　　　　　（カ）その他の経費 140,755円
　合計 140,755円

102 自由民主党福岡県電気通信職域支部

報告年月日 26.03.11
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 841,645円
　　　ア　前年繰越額 387,457円
　　　イ　本年収入額 454,188円
　（２）支出総額 241,955円
　（３）翌年への繰越額 599,690円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　ア　個人の負担する党費又は会費　　　　　（金額・人数） 334,100円 257人
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 120,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 120,000円
　　　カ　その他の収入 88円
　　　　　　一件十万円未満のもの 88円
　合計 454,188円
　（２）支出の内訳
　　　イ　政治活動費 241,955円
　　　　　（ア）組織活動費 241,955円
　合計 241,955円
　（うち本部又は支部に対して供与した交付金にかかる支出） 80,000円

103 自由民主党福岡県ときわ会支部

報告年月日 26.03.28
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 6,946,190円
　　　ア　前年繰越額 4,658,514円
　　　イ　本年収入額 2,287,676円
　（２）支出総額 1,893,120円
　（３）翌年への繰越額 5,053,070円
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　　　　博多海砂販売協同組合 500,000円 福岡市博多区
　　　　（株）大稲物産 250,000円 福岡市中央区
　　　　荒木石材（株） 250,000円 大野城市
　　　　博陽砂利（株） 250,000円 糟屋郡新宮町
　　　　結城産業（株） 250,000円 福岡市城南区
　　　　斉藤海運（株） 250,000円 福岡市博多区
　　　　九建工業（株） 250,000円 福岡市博多区
　　　　古賀産業（株） 250,000円 福岡市早良区
　　　　光帆産業（株） 250,000円 福岡市中央区
　　　　丸阿産業（株） 250,000円 福岡市中央区
　　　　（株）西興 250,000円 福岡市博多区
　　　　（株）古賀組 120,000円 福岡市中央区
　　　　しんとく建設工業（株）福岡支店 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）ドーケン 120,000円 飯塚市
　　　　博多港管理（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　博多湾環境整備（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　宮川建設（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　中村工業（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　その他 674,000円
　　　　小計 7,238,160円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 5,475,790円
　　　　　（ア）人件費 2,400,000円
　　　　　（イ）光熱水費 71,220円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,328,246円
　　　　　（エ）事務所費 1,676,324円
　　　イ　政治活動費 2,128,476円
　　　　　（ア）組織活動費 2,128,476円
　合計 7,604,266円

110 自由民主党福岡県福岡市早良区第六支部

報告年月日 26.03.12
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 100,000円
　　　ア　前年繰越額 0円
　　　イ　本年収入額 100,000円
　（２）支出総額 3,905円
　（３）翌年への繰越額 96,095円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 100,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 100,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 100,000円
　合計 100,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　粕屋殖産（株） 100,000円 糟屋郡粕屋町
　　　　小計 100,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 3,905円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,575円
　　　　　（エ）事務所費 2,330円
　合計 3,905円

111 自由民主党福岡県福岡市城南区第三支部

　（３）翌年への繰越額 69,971円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 1,169,895円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く） 1,169,895円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 1,169,895円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 450,000円
　合計 1,619,895円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 2,269,924円
　　　　　（ア）人件費 840,000円
　　　　　（イ）光熱水費 32,268円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,132,717円
　　　　　（エ）事務所費 264,939円
　合計 2,269,924円

107 自由民主党福岡県福岡市早良区第五支部

報告年月日 26.02.17
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 2,982,597円
　　　ア　前年繰越額 2,582,475円
　　　イ　本年収入額 400,122円
　（２）支出総額 1,014,217円
　（３）翌年への繰越額 1,968,380円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 300,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 300,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 300,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 100,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第三選挙区支部 100,000円
　　　カ　その他の収入 122円
　　　　　　一件十万円未満のもの 122円
　合計 400,122円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（有）小笹タクシー 100,000円 福岡市城南区
　　　　（株）スミタニ商事 200,000円 福岡市中央区
　　　　小計 300,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 581,605円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 220,500円
　　　　　（エ）事務所費 361,105円
　　　イ　政治活動費 432,612円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 432,612円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 432,612円
　合計 1,014,217円

108 自由民主党福岡県福岡市早良区第七支部

報告年月日 26.01.31
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 415,000円
　　　ア　前年繰越額 0円

　　　ア　前年繰越額 68,567円
　　　イ　本年収入額 5,850,000円
　（２）支出総額 5,381,334円
　（３）翌年への繰越額 537,233円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 5,400,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 5,400,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 3,000,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 2,400,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 450,000円
　合計 5,850,000円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　貞末　利光 3,000,000円 中間市
　　　　小計 3,000,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　川本建設工業（株） 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　（有）中間浄水 120,000円 中間市
　　　　（有）清光社 120,000円 中間市
　　　　（株）志道工務店 120,000円 北九州市八幡東区
　　　　（株）原産業 120,000円 中間市
　　　　（有）田中建設 120,000円 遠賀郡水巻町
　　　　マーク建設（株） 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　藤木建設（株） 120,000円 中間市
　　　　（株）宮本舗道工業 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　（株）白海 120,000円 北九州市若松区
　　　　岡本土木（株） 120,000円 北九州市小倉北区
　　　　（有）中島設備 120,000円 中間市
　　　　（株）池間組 120,000円 北九州市若松区
　　　　若松港湾工業（株） 120,000円 北九州市若松区
　　　　（株）黒瀬建設 120,000円 中間市
　　　　（有）久綱工務店 120,000円 中間市
　　　　（株）富士ピーエス 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）第一設計コンサルタント 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　福本金網工業（株） 120,000円 飯塚市
　　　　大正道路産業（株） 120,000円 北九州市八幡西区
　　　　小計 2,400,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 2,957,590円
　　　　　（ア）人件費 2,240,000円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 305,658円
　　　　　（エ）事務所費 411,932円
　　　イ　政治活動費 2,423,744円
　　　　　（ア）組織活動費 2,423,744円
　合計 5,381,334円

106 自由民主党福岡県直方市第一支部

報告年月日 26.03.17
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 2,339,895円
　　　ア　前年繰越額 720,000円
　　　イ　本年収入額 1,619,895円
　（２）支出総額 2,269,924円
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　　　　博多海砂販売協同組合 500,000円 福岡市博多区
　　　　（株）大稲物産 250,000円 福岡市中央区
　　　　荒木石材（株） 250,000円 大野城市
　　　　博陽砂利（株） 250,000円 糟屋郡新宮町
　　　　結城産業（株） 250,000円 福岡市城南区
　　　　斉藤海運（株） 250,000円 福岡市博多区
　　　　九建工業（株） 250,000円 福岡市博多区
　　　　古賀産業（株） 250,000円 福岡市早良区
　　　　光帆産業（株） 250,000円 福岡市中央区
　　　　丸阿産業（株） 250,000円 福岡市中央区
　　　　（株）西興 250,000円 福岡市博多区
　　　　（株）古賀組 120,000円 福岡市中央区
　　　　しんとく建設工業（株）福岡支店 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）ドーケン 120,000円 飯塚市
　　　　博多港管理（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　博多湾環境整備（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　宮川建設（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　中村工業（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　その他 674,000円
　　　　小計 7,238,160円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 5,475,790円
　　　　　（ア）人件費 2,400,000円
　　　　　（イ）光熱水費 71,220円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,328,246円
　　　　　（エ）事務所費 1,676,324円
　　　イ　政治活動費 2,128,476円
　　　　　（ア）組織活動費 2,128,476円
　合計 7,604,266円

110 自由民主党福岡県福岡市早良区第六支部

報告年月日 26.03.12
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 100,000円
　　　ア　前年繰越額 0円
　　　イ　本年収入額 100,000円
　（２）支出総額 3,905円
　（３）翌年への繰越額 96,095円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 100,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 100,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 100,000円
　合計 100,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　粕屋殖産（株） 100,000円 糟屋郡粕屋町
　　　　小計 100,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 3,905円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 1,575円
　　　　　（エ）事務所費 2,330円
　合計 3,905円

111 自由民主党福岡県福岡市城南区第三支部

　　　イ　本年収入額 415,000円
　（２）支出総額 325,000円
　（３）翌年への繰越額 90,000円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 415,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 415,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 415,000円
　合計 415,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（有）大盛運送 325,000円 福岡市東区
　　　　その他 90,000円
　　　　小計 415,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 325,000円
　　　　　（ア）人件費 325,000円
　合計 325,000円

109 自由民主党福岡県福岡市早良区第四支部

報告年月日 26.03.28
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 8,406,139円
　　　ア　前年繰越額 607,979円
　　　イ　本年収入額 7,798,160円
　（２）支出総額 7,604,266円
　（３）翌年への繰越額 801,873円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 7,238,160円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 7,238,160円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 7,238,160円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 560,000円
　　　　　　自由民主党福岡市早良区支部 285,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 275,000円
　合計 7,798,160円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　大野コンクリート（株） 180,000円 福岡市西区
　　　　（株）キューハウ 65,000円 福岡市東区
　　　　福岡水産物取引積算（株） 60,000円 福岡市中央区
　　　　（有）毎日警備保障 240,000円 福岡市南区
　　　　（株）ミナミ商事 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）ロイ設計事務所 240,000円 福岡市早良区
　　　　前田工繊（株）福岡支店 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）福岡魚市場 300,000円 福岡市中央区
　　　　九州大電設備（株） 120,000円 福岡市南区
　　　　（株）九州マタノ 120,000円 福岡市博多区
　　　　久保健（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　太陽工業（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）フクショク 60,000円 福岡市東区
　　　　丸福建設（株） 120,000円 鹿児島県鹿児島市
　　　　（株）北洋建設 119,160円 福岡市南区
　　　　福岡コンクリート製品協同組合 120,000円 福岡市中央区
　　　　博多海砂採取協業組合 500,000円 福岡市博多区
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　　　　（株）山水荘 120,000円 福岡市西区
　　　　アサヒ商事（株） 120,000円 糸島市
　　　　福高観光開発（株） 360,000円 福岡市博多区
　　　　法成建設（株） 120,000円 福岡市南区
　　　　（株）エル・スポット・カタヤマ 120,000円 糸島市
　　　　ミツイワ（株）九州支店 60,000円 福岡市中央区
　　　　フォーサイトシステム（株） 60,000円 福岡市中央区
　　　　東洋システム（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　福岡足場建設（株） 120,000円 朝倉郡筑前町
　　　　福錐会 200,000円 久留米市
　　　　（株）とり市 120,000円 福岡市西区
　　　　（株）へいせい 120,000円 糸島市
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 7,070,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 4,308,573円
　　　　　（ア）人件費 3,716,418円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 175,859円
　　　　　（エ）事務所費 416,296円
　　　イ　政治活動費 11,624,585円
　　　　　（ア）組織活動費 718,700円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 1,505,885円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 598,285円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 907,600円
　　　　　（オ）寄附・交付金 9,400,000円
　合計 15,933,158円
３．資産等の内訳
　（４）動産
　　　（品目） （取得の価額） （取得年月日）（数量）
　　　　自動車 5,280,000円 12.08.07 １台

116 自由民主党福岡県福岡市西区第三支部

報告年月日 26.02.17
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 8,843,314円
　　　ア　前年繰越額 1,830,135円
　　　イ　本年収入額 7,013,179円
　（２）支出総額 4,131,086円
　（３）翌年への繰越額 4,712,228円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 6,107,156円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 6,107,156円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 5,277,156円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 830,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 456,000円
　　　　　　市政報告会（食事代含） 216,000円
　　　　　　日田田主丸農産物直売方式視察（弁当代含） 240,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第三選挙区支部 100,000円
　　　　　　自由民主党福岡市西区支部 350,000円
　　　カ　その他の収入 23円
　　　　　　一件十万円未満のもの 23円
　合計 7,013,179円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）

　　　　　（ア）人件費 471,700円
　　　　　（イ）光熱水費 38,021円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 374,269円
　　　　　（エ）事務所費 408,626円
　　　イ　政治活動費 227,161円
　　　　　（ア）組織活動費 227,161円
　合計 1,519,777円

113 自由民主党福岡県福岡市中央区第五支部

報告年月日 26.01.30
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 2,193,274円
　　　ア　前年繰越額 222,274円
　　　イ　本年収入額 1,971,000円
　（２）支出総額 1,970,774円
　（３）翌年への繰越額 222,500円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 1,971,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 1,971,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 1,971,000円
　合計 1,971,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）山口油屋福太郎 120,000円 福岡市南区
　　　　（有）西戸崎モータース 120,000円 福岡市東区
　　　　タイキ薬品工業（株） 360,000円 福岡市東区
　　　　九州クリーン（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　（株）福岡魚市場 200,000円 福岡市中央区
　　　　福岡コンクリート製品協同組合 120,000円 福岡市中央区
　　　　その他 931,000円
　　　　小計 1,971,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 1,636,374円
　　　　　（ア）人件費 1,200,000円
　　　　　（イ）光熱水費 36,000円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 64,374円
　　　　　（エ）事務所費 336,000円
　　　イ　政治活動費 334,400円
　　　　　（ア）組織活動費 97,750円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 136,650円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 136,650円
　　　　　（エ）調査研究費 100,000円
　合計 1,970,774円

114 自由民主党福岡県福岡市中央区第三支部

報告年月日 26.03.31
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 120,000円
　　　ア　前年繰越額 0円
　　　イ　本年収入額 120,000円
　（２）支出総額 120,000円
　（３）翌年への繰越額 0円
２　収入・支出の内訳

報告年月日 26.03.31
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 240,000円
　　　ア　前年繰越額 0円
　　　イ　本年収入額 240,000円
　（２）支出総額 217,400円
　（３）翌年への繰越額 22,600円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 240,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 240,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 240,000円
　合計 240,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　大成管理開発（株） 60,000円 福岡市中央区
　　　　九州八重洲（株） 120,000円 福岡市博多区
　　　　（株）雷友社 60,000円 福岡市中央区
　　　　小計 240,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 217,400円
　　　　　（ア）人件費 80,000円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 137,400円
　合計 217,400円

112 自由民主党福岡県福岡市城南区第二支部

報告年月日 26.02.12
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 3,014,929円
　　　ア　前年繰越額 324,929円
　　　イ　本年収入額 2,690,000円
　（２）支出総額 1,519,777円
　（３）翌年への繰越額 1,495,152円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 2,690,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 2,690,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 1,630,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 1,060,000円
　合計 2,690,000円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　北嶋　雄二郎 1,510,000円 福岡市城南区
　　　　その他 120,000円
　　　　小計 1,630,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　熊川工業（株） 130,000円 福岡市東区
　　　　（株）内藤工務店 120,000円 福岡市中央区
　　　　共栄ビル管理（株） 120,000円 福岡市南区
　　　　その他 690,000円
　　　　小計 1,060,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 1,292,616円
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　　　　（株）山水荘 120,000円 福岡市西区
　　　　アサヒ商事（株） 120,000円 糸島市
　　　　福高観光開発（株） 360,000円 福岡市博多区
　　　　法成建設（株） 120,000円 福岡市南区
　　　　（株）エル・スポット・カタヤマ 120,000円 糸島市
　　　　ミツイワ（株）九州支店 60,000円 福岡市中央区
　　　　フォーサイトシステム（株） 60,000円 福岡市中央区
　　　　東洋システム（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　福岡足場建設（株） 120,000円 朝倉郡筑前町
　　　　福錐会 200,000円 久留米市
　　　　（株）とり市 120,000円 福岡市西区
　　　　（株）へいせい 120,000円 糸島市
　　　　その他 40,000円
　　　　小計 7,070,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 4,308,573円
　　　　　（ア）人件費 3,716,418円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 175,859円
　　　　　（エ）事務所費 416,296円
　　　イ　政治活動費 11,624,585円
　　　　　（ア）組織活動費 718,700円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 1,505,885円
　　　　　　　ｂ　宣伝事業費 598,285円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 907,600円
　　　　　（オ）寄附・交付金 9,400,000円
　合計 15,933,158円
３．資産等の内訳
　（４）動産
　　　（品目） （取得の価額） （取得年月日）（数量）
　　　　自動車 5,280,000円 12.08.07 １台

116 自由民主党福岡県福岡市西区第三支部

報告年月日 26.02.17
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 8,843,314円
　　　ア　前年繰越額 1,830,135円
　　　イ　本年収入額 7,013,179円
　（２）支出総額 4,131,086円
　（３）翌年への繰越額 4,712,228円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 6,107,156円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 6,107,156円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 5,277,156円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 830,000円
　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業による収入 456,000円
　　　　　　市政報告会（食事代含） 216,000円
　　　　　　日田田主丸農産物直売方式視察（弁当代含） 240,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第三選挙区支部 100,000円
　　　　　　自由民主党福岡市西区支部 350,000円
　　　カ　その他の収入 23円
　　　　　　一件十万円未満のもの 23円
　合計 7,013,179円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）

　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 120,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 120,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 120,000円
　合計 120,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）佐賀イエローハット 120,000円 佐賀県鳥栖市
　　　　小計 120,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 120,000円
　　　　　（イ）光熱水費 63,630円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 17,930円
　　　　　（エ）事務所費 38,440円
　合計 120,000円

115 自由民主党福岡県福岡市西区第一支部

報告年月日 26.02.05
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 19,073,871円
　　　ア　前年繰越額 2,003,871円
　　　イ　本年収入額 17,070,000円
　（２）支出総額 15,933,158円
　（３）翌年への繰越額 3,140,713円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 16,370,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 16,370,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 9,300,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 7,070,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 700,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡市西区支部 150,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第３選挙区支部 100,000円
　合計 17,070,000円
　［寄附の内訳］
　　　ａ　個人からの寄附
　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）
　　　　田中　久也 9,300,000円 福岡市西区
　　　　小計 9,300,000円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　太陽紙工（株） 110,000円 糸島市
　　　　（有）玄海砿油 120,000円 福岡市西区
　　　　三苫建設（株） 120,000円 福岡市西区
　　　　共栄ロードサービス（株） 360,000円 福岡市博多区
　　　　ラインビル（株） 1,200,000円 福岡市博多区
　　　　ピー・エム・ラインビル（有） 600,000円 福岡市博多区
　　　　ラインビル・マネジメント（有） 480,000円 福岡市博多区
　　　　（株）自然のめぐみ 360,000円 福岡市博多区
　　　　（株）ロイヤルボックス 600,000円 福岡市博多区
　　　　博多地所（株） 480,000円 福岡市博多区
　　　　ライン不動産（株） 600,000円 福岡市博多区
　　　　（株）高山商事 120,000円 福岡市西区
　　　　（株）サワライズ 120,000円 福岡市西区
　　　　（株）姪浜タクシー 120,000円 福岡市西区
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　　　　その他 10,000円
　　　　小計 790,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 437,352円
　　　　　（ア）人件費 170,000円
　　　　　（イ）光熱水費 9,943円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 184,804円
　　　　　（エ）事務所費 72,605円
　　　イ　政治活動費 8,657,648円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 4,945,041円
　　　　　　　ｃ　政治資金パーティ開催事業費 4,945,041円
　　　　　（オ）寄附・交付金 3,712,607円
　合計 9,095,000円

121 自由民主党福岡県福岡市南区第一支部

報告年月日 26.03.28
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 10,141,457円
　　　ア　前年繰越額 4,958,867円
　　　イ　本年収入額 5,182,590円
　（２）支出総額 7,944,175円
　（３）翌年への繰越額 2,197,282円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 4,732,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 4,732,000円
　　　　　　　ａ　個人からの寄附 10,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 4,722,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 450,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 450,000円
　　　カ　その他の収入 590円
　　　　　　一件十万円未満のもの 590円
　合計 5,182,590円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）ワイテック 240,000円 筑紫野市
　　　　樋渡建設（株） 60,000円 福岡市西区
　　　　（株）西中洲樋口建設 240,000円 福岡市中央区
　　　　（株）博栄建設 240,000円 福岡市博多区
　　　　木下緑化建設（株） 240,000円 福岡市南区
　　　　信和サービス（株） 240,000円 糟屋郡宇美町
　　　　シンコー（株） 220,000円 福岡市東区
　　　　その他 3,242,000円
　　　　小計 4,722,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 5,723,544円
　　　　　（ア）人件費 3,772,285円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 871,444円
　　　　　（エ）事務所費 1,079,815円
　　　イ　政治活動費 2,220,631円
　　　　　（ア）組織活動費 2,220,631円
　合計 7,944,175円

122 自由民主党福岡県福岡市南区第三支部

　　　　東洋ビル管理（株） 108,000円 福岡市博多区
　　　　（株）愛宕建設工業 108,000円 福岡市西区
　　　　光栄建物管理（株） 108,000円 福岡市中央区
　　　　大成管理開発（株） 120,000円 福岡市中央区
　　　　アユミ電業（株） 180,000円 福岡市博多区
　　　　（株）東田中建設 108,000円 福岡市東区
　　　　（株）九州総合管理 120,000円 福岡市城南区
　　　　（株）安田建物管理 57,000円 福岡市博多区
　　　　（株）大興社 360,000円 福岡市西区
　　　　（株）旭商会 54,000円 福岡市中央区
　　　　三笠特殊工業（株） 108,000円 福岡市博多区
　　　　東洋土木（株） 72,000円 福岡市西区
　　　　（株）いやしの里 72,000円 福岡市早良区
　　　　（株）環境施設 360,000円 福岡市西区
　　　　その他 1,151,948円
　　　　小計 3,950,948円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 786,438円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 116,516円
　　　　　（エ）事務所費 669,922円
　　　イ　政治活動費 3,857,653円
　　　　　（ア）組織活動費 257,653円
　　　　　（オ）寄附・交付金 3,600,000円
　合計 4,644,091円

118 自由民主党福岡県福岡市東区第一支部

報告年月日 26.02.17
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 960,000円
　　　ア　前年繰越額 0円
　　　イ　本年収入額 960,000円
　（２）支出総額 950,000円
　（３）翌年への繰越額 10,000円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 360,000円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 360,000円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 360,000円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 600,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第一支部 600,000円
　合計 960,000円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　博多海砂採取協同組合 60,000円 福岡市博多区
　　　　（株）東田中建設 60,000円 福岡市東区
　　　　（株）旭工務店 60,000円 福岡市博多区
　　　　永和建設（株） 60,000円 福岡市東区
　　　　（株）トーヨー 60,000円 糟屋郡新宮町
　　　　その他 60,000円
　　　　小計 360,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 950,000円
　　　　　（ア）人件費 602,000円
　　　　　（エ）事務所費 348,000円
　合計 950,000円

　　　　宮川　竜也 120,000円 福岡市西区
　　　　庄野崎　徹二 1,020,000円 福岡市西区
　　　　小畠　久弥 3,007,156円 福岡市西区
　　　　二宮　譲二 1,000,000円 福岡市中央区
　　　　その他 130,000円
　　　　小計 5,277,156円
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　（株）姪浜会館 120,000円 福岡市西区
　　　　（株）愛宕建設工業 180,000円 福岡市西区
　　　　（有）御園 120,000円 福岡市西区
　　　　その他 410,000円
　　　　小計 830,000円
　（２）支出の内訳
　　　ア　経常経費 1,923,576円
　　　　　（ア）人件費 803,500円
　　　　　（イ）光熱水費 66,370円
　　　　　（ウ）備品・消耗品費 375,715円
　　　　　（エ）事務所費 677,991円
　　　イ　政治活動費 2,207,510円
　　　　　（ア）組織活動費 216,000円
　　　　　（ウ）機関紙誌の発行その他の事業費 1,083,378円
　　　　　　　ａ　機関紙誌の発行事業費 747,228円
　　　　　　　ｄ　その他の事業費 336,150円
　　　　　（エ）調査研究費 257,743円
　　　　　（カ）その他の経費 650,389円
　合計 4,131,086円

117 自由民主党福岡県福岡市西区第二支部

報告年月日 26.03.31
１　収入・支出の総額
　（１）収入総額 5,406,274円
　　　ア　前年繰越額 605,326円
　　　イ　本年収入額 4,800,948円
　（２）支出総額 4,644,091円
　（３）翌年への繰越額 762,183円
２　収入・支出の内訳
　（１）収入の内訳
　　　イ　寄附 3,950,948円
　　　　　（ア）寄附（政党匿名寄附を除く）  　（内訳別掲） 3,950,948円
　　　　　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附 3,950,948円
　　　オ　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 850,000円
　　　　　　自由民主党福岡県支部連合会 600,000円
　　　　　　自由民主党福岡県第三選挙区支部 100,000円
　　　　　　自由民主党福岡市西区支部 150,000円
　合計 4,800,948円
　［寄附の内訳］
　　　ｂ　法人その他の団体からの寄附
　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）
　　　　東福互光（株） 72,000円 福岡市中央区
　　　　（株）ダイワス 72,000円 福岡市東区
　　　　（株）創建サービス 108,000円 福岡市博多区
　　　　（株）美化 72,000円 福岡市博多区
　　　　（有）セレクトサンセイ 72,000円 福岡市城南区
　　　　（株）九州ビルサービス福岡 108,000円 福岡市中央区
　　　　総合システム管理（株） 252,000円 福岡市博多区
　　　　（株）セイビ九州 108,000円 福岡市博多区
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