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決　算　報　告　書



全事業所 平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現金（陣屋）           63,334 

      普通  預金          458,859 

      普通預金（陣屋）          431,114 

      普通預金武蔵野           69,562 

        現金・預金 計        1,022,869 

          流動資産合計        1,022,869 

            資産合計        1,022,869 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        1,422,746 

    借入金（陣屋）          806,734 

    仮  受  金          749,000 

      流動負債合計        2,978,480 

        負債合計        2,978,480 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産           15,562 

  当期正味財産増減額      △1,971,173 

    正味財産合計      △1,955,611 

      負債及び正味財産合計        1,022,869 



全事業所 平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現金（陣屋）           63,334 

      普通  預金          458,859 

      普通預金（陣屋）          431,114 

      普通預金武蔵野           69,562 

        現金・預金 計        1,022,869 

          流動資産合計        1,022,869 

            資産合計        1,022,869 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        1,422,746 

    借入金（陣屋）          806,734 

    仮  受  金          749,000 

      流動負債合計        2,978,480 

        負債合計        2,978,480 

 

        正味財産      △1,955,611 



特定非営利活動法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           55,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          100,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,184,000 

  【事業収益】

    スポ－ツイベント事業          437,576 

  スポーツイベント事業（陣屋）        1,833,494 

  【その他収益】

    受取  利息                7 

    雑  収  益            4,161            4,168 

        経常収益  計        3,614,238 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)        1,733,096 

        人件費計        1,733,096 

    （その他経費）

      施設使用料（陣屋）           93,000 

      施設使用料          177,530 

      大会参加費（陣屋）          428,876 

      登録費（陣屋）          150,500 

      指導者雑費（陣屋）          277,615 

      年会費（陣屋）           80,000 

      陣屋カップ（陣屋）          659,332 

      交通費（陣屋）          147,420 

      指導者交通費（陣屋）            6,040 

      通信費（陣屋）           46,200 

      消耗品  費(事業)          293,868 

      消耗品費（陣屋）          518,148 

      イベント費（陣屋）          221,682 

      記念品（陣屋）           38,500 

      保  険  料(事業)           75,620 

      保険料（陣屋）           56,596 

      その他（陣屋）           26,155 

      研修費（陣屋）           32,300 

      雑      費(事業)          369,119 

        その他経費計        3,698,501 

          事業費  計        5,431,597 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費           49,458 



特定非営利活動法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      会議費（陣屋）            2,460 

      広告宣伝費           34,992 

      租税  公課            4,800 

      支払  利息            9,796 

      雑費（陣屋）           52,308 

        その他経費計          153,814 

          管理費  計          153,814 

            経常費用  計        5,585,411 

              当期経常増減額      △1,971,173 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額      △1,971,173 

          当期正味財産増減額      △1,971,173 

          前期繰越正味財産額           15,562 

          次期繰越正味財産額      △1,955,611 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           55,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          100,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,184,000 

  【事業収益】

    スポ－ツイベント事業          437,576 

  スポーツイベント事業（陣屋）        1,833,494 

  【その他収益】

    受取  利息                7 

    雑  収  益            4,161 

        経常収益  計        3,614,238 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)        1,733,096 

        人件費計        1,733,096 

    （その他経費）

      施設使用料（陣屋）           93,000 

      施設使用料          177,530 

      大会参加費（陣屋）          428,876 

      登録費（陣屋）          150,500 

      指導者雑費（陣屋）          277,615 

      年会費（陣屋）           80,000 

      陣屋カップ（陣屋）          659,332 

      交通費（陣屋）          147,420 

      指導者交通費（陣屋）            6,040 

      通信費（陣屋）           46,200 

      消耗品  費(事業)          293,868 

      消耗品費（陣屋）          518,148 

      イベント費（陣屋）          221,682 

      記念品（陣屋）           38,500 

      保  険  料(事業)           75,620 

      保険料（陣屋）           56,596 

      その他（陣屋）           26,155 

      研修費（陣屋）           32,300 

      雑      費(事業)          369,119 

        その他経費計        3,698,501 

          事業費  計        5,431,597 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費           49,458 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ

      会議費（陣屋）            2,460 

      広告宣伝費           34,992 

      租税  公課            4,800 

      支払  利息            9,796 

      雑費（陣屋）           52,308 

        その他経費計          153,814 

          管理費  計          153,814 

            経常費用  計        5,585,411 

              当期経常増減額      △1,971,173 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 

    税引前当期正味財産増減額      △1,971,173 

      当期正味財産増減額      △1,971,173 

      前期繰越正味財産額           15,562 

      次期繰越正味財産額      △1,955,611 


