
埼玉県新座市野火止四丁目４番６０号

第  2期

決　算　報　告　書

自 平成29年 4月 1日

至 平成29年11月30日

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



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 22,543 
      現金（陣屋） 33,600 
      普通  預金 64,187 
      普通預金（陣屋） 507,952 
      普通預金武蔵野 397,027 
        現金・預金 計 1,025,309 
    （その他流動資産）
      仮  払  金 200,000 
        その他流動資産  計 200,000 
          流動資産合計 1,225,309 

            資産合計 1,225,309 

  【流動負債】
    短期借入金 438,711 
    借入金（陣屋） 806,734 
    預  り  金 △ 44,378 
      流動負債合計 1,201,067 
        負債合計 1,201,067 

  前期繰越正味財産 15,562 
  当期正味財産増減額 8,680 
    正味財産合計 24,242 

      負債及び正味財産合計 1,225,309 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

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
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

平成29年11月30日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 22,543 
      現金（陣屋） 33,600 
      普通  預金 64,187 
      普通預金（陣屋） 507,952 
      普通預金武蔵野 397,027 
        現金・預金 計 1,025,309 
    （その他流動資産）
      仮  払  金 200,000 
        その他流動資産  計 200,000 
          流動資産合計 1,225,309 
            資産合計 1,225,309 

  【流動負債】
    短期借入金 438,711 
    借入金（陣屋） 806,734 
    預  り  金 △ 44,378 
      流動負債合計 1,201,067 
        負債合計 1,201,067 

        正味財産 24,242 

《資産の部》

《負債の部》

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
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成29年11月30日 現在全事業所



【経常収益】
  スポーツイベント事業（陣屋） 1,961,785 
  【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 161,009 
  【その他収益】
    受取  利息 2 
        経常収益  計 3,461,796 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 793,133 
      スポ－ツイベント事業 △ 3,250 
        人件費計 789,883 
    （その他経費）
      売上　原価 30,500 
      大会参加費（陣屋） 151,480 
      登録費（陣屋） 149,400 
      印刷製本費(事業) 6,912 
      指導者雑費（陣屋） 237,225 
      年会費（陣屋） 76,144 
      陣屋カップ（陣屋） 653,371 
      旅費交通費(事業) 3,500 
      交通費（陣屋） 25,940 
      指導者交通費（陣屋） 6,040 
      通信費（陣屋） 2,411 
      消耗品  費(事業) 358,612 
      消耗品費（陣屋） 519,010 
      イベント費（陣屋） 31,482 
      保  険  料(事業) 75,620 
      保険料（陣屋） 17,496 
      租税  公課(事業) △ 4,161 
      その他（陣屋） 22,398 
      研修費（陣屋） 16,600 
      雑      費(事業) 648 
        その他経費計 2,498,608 
          事業費  計 3,288,491 
  【管理費】
    （人件費）
      施設使用料 38,280 
        人件費計 38,280 
    （その他経費）
      会  議  費 1,560 
      会議費（陣屋） 14,248 
      広告宣伝費 44,560 
      租税  公課 33,554 
      支払  利息 9,796 
      雑費（陣屋） 22,627 
        その他経費計 126,345 
          管理費  計 164,625 
            経常費用  計 3,453,116 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成29年11月30日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



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成29年11月30日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
              当期経常増減額 8,680 
【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 8,680 
          当期正味財産増減額 8,680 
          前期繰越正味財産額 15,562 

          次期繰越正味財産額 24,242 



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  スポーツイベント事業（陣屋） 1,961,785 
  【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 161,009 
  【その他収益】
    受取  利息 2 
        経常収益  計 3,461,796 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 793,133 
      スポ－ツイベント事業 △ 3,250 
        人件費計 789,883 
    （その他経費）
        売上　原価 30,500 
      大会参加費（陣屋） 151,480 
      登録費（陣屋） 149,400 
      印刷製本費(事業) 6,912 
      指導者雑費（陣屋） 237,225 
      年会費（陣屋） 76,144 
      陣屋カップ（陣屋） 653,371 
      旅費交通費(事業) 3,500 
      交通費（陣屋） 25,940 
      指導者交通費（陣屋） 6,040 
      通信費（陣屋） 2,411 
      消耗品  費(事業) 358,612 
      消耗品費（陣屋） 519,010 
      イベント費（陣屋） 31,482 
      保  険  料(事業) 75,620 
      保険料（陣屋） 17,496 
      租税  公課(事業) △ 4,161 
      その他（陣屋） 22,398 
      研修費（陣屋） 16,600 
      雑      費(事業) 648 
        その他経費計 2,498,608 
          事業費  計 3,288,491 
  【管理費】
    （人件費）
      施設使用料 38,280 
        人件費計 38,280 
    （その他経費）
      会  議  費 1,560 
      会議費（陣屋） 14,248 
      広告宣伝費 44,560 
      租税  公課 33,554 
      支払  利息 9,796 
      雑費（陣屋） 22,627 
        その他経費計 126,345 
          管理費  計 164,625 
            経常費用  計 3,453,116 
              当期経常増減額 8,680 

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29年11月30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）

全事業所
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29年11月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

【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 8,680 
      当期正味財産増減額 8,680 
      前期繰越正味財産額 15,562 
      次期繰越正味財産額 24,242 


