
(円)
科目

6151 正会員受取会費 80,000
6171 賛助会員受取会費 5,000
6172 ファンクラブ受取会費 135,000

220,000

6501 受取寄付金 795,284
795,284

6302
 -100

受取地方公共団体補助金
 - その他 919,000

6306
 -90

受取民間助成金
 - サポート会員 1,580,000

 -100  - スポンサー収入 4,858,000
7,357,000

6207
 -1

指導、普及及び強化育成事業収益
 - トップ 273,920

 -2  - ジュニアユース 335,000
 -3  - ジュニア 13,997,470
 -4  - バレーボール 507,330
 -5  - その他 452,400
6208
 -2

大会等企画、運営及び支援事業収益
 - ジュニアユース 6,000

 -3  - ジュニア 839,320
6212 ﾊﾞｻﾞｰ等企画及び運営事業収益 106,001
6214
 -1

ｽﾎﾟｰﾂ用品物品販売及び斡旋事業収益
 - トップ 843,700

 -2  - ジュニアユース 1,852,080
 -3  - ジュニア 2,372,770
 -4  - バレーボール 52,150
 -5  - その他 43,536
6215 業務委託収益 3,073,680

24,755,357

6551 受取利息 23
6555 雑収益 7,280

7,303
33,134,944

  20 給料手当 1,219,400
  30 法定福利費 156,047
  60 会議費 2,210
  70 交際費 291,914
  80 旅費交通費 101,230
  90 通信運搬費 70,376
  94 大会景品 3,436
  95 広告宣伝費 409,418
  97 大会参加費 40,000
  98 選手登録費 76,393
  110 消耗品費 911,006
  115 事務用品費 14,092
  116 食糧費 12,880
  140 印刷製本費 3,045
  150 燃料費 51,144
  160 水道光熱費 64,626
  175 賃借料 468,840
  190 諸謝金 756,814
  195 支払手数料 3,114
  196 顧問料 43,200
  200 租税公課 400

4,699,585

  20 給料手当 45,600
  80 旅費交通費 2,110
  97 大会参加費 3,500
  98 選手登録費 147,911

  事業収益計

金　額
 1.経常増減の部
  (1)経常収益
   受取会費

  受取会費計
   受取寄付金

  受取寄付金計
   受取助成金等

  受取助成金等計
   事業収益

   その他収益

  その他収益計
  経常収益合計
  (2)経常費用
  事業費
■[部門なし]
　サッカートップ育成事業費

　サッカートップ育成事業費計
　サッカージュニアユース育成事業費
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  110 消耗品費 106,705
  115 事務用品費 14,092
  116 食糧費 896
  120 修繕費 17,280
  155 車両費 137,200
  175 賃借料 267,250
  190 諸謝金 9,000
  196 顧問料 43,200

794,744

  20 給料手当 1,577,800
  30 法定福利費 208,384
  60 会議費 20,968
  70 交際費 1,933
  80 旅費交通費 112,570
  90 通信運搬費 1,932
  95 広告宣伝費 3,570
  96 合宿費 781,130
  97 大会参加費 147,000
  98 選手登録費 170,414
  110 消耗品費 667,677
  115 事務用品費 14,092
  116 食糧費 286,781
  120 修繕費 148,963
  131 研修費 114,954
  140 印刷製本費 14,040
  150 燃料費 119,970
  155 車両費 506,475
  160 水道光熱費 64,626
  175 賃借料 1,020,575
  180 保険料 302,798
  190 諸謝金 1,665,530
  195 支払手数料 9,684
  196 顧問料 43,200
  200 租税公課 450

8,005,516

  20 給料手当 15,200
  60 会議費 210
  97 大会参加費 52,000
  98 選手登録費 16,680
  110 消耗品費 97,562
  115 事務用品費 14,092
  131 研修費 2,080
  180 保険料 1,738
  190 諸謝金 620,216
  196 顧問料 43,200

862,978

  20 給料手当 42,600
  110 消耗品費 150,427
  190 諸謝金 55,800
  195 支払手数料 771

249,598
14,612,421

  94 大会景品 49,835
  175 賃借料 9,400
  250 雑費 17,080

76,315

　サッカージュニア育成事業費計

　サッカージュニアユース育成事業費計
　サッカージュニア育成事業費

　バレーボール育成事業費

　バレーボール育成事業費計
　その他育成事業費

　その他育成事業費計
■[部門なし]計

■本来事業
　大会等企画、運営及び支援事業費

　大会等企画、運営及び支援事業費計



(円)
科目 金　額

2017年度　活動計算書(報告書)
2017年04月01日～2018年03月31日
特定非営利活動法人境スポーツクラブ

  20 給料手当 2,028,896
  30 法定福利費 238,789
  109 グランド管理費 216,000
  110 消耗品費 106,156
  115 事務用品費 28,184
  131 研修費 8,929
  160 水道光熱費 32,312
  196 顧問料 86,400
  200 租税公課 2,200
  250 雑費 1,972

2,749,838
2,826,153

  1 仕入 3,815,550
  3 期末商品棚卸高 -107,059
  20 給料手当 485,574
  30 法定福利費 60,739
  90 通信運搬費 12,480
  95 広告宣伝費 59,341
  110 消耗品費 21,713
  115 事務用品費 14,092
  131 研修費 8,929
  140 印刷製本費 15,563
  175 賃借料 30,000
  195 支払手数料 2,160
  196 顧問料 86,400
  200 租税公課 24,600

4,530,082

  1 仕入 99,960
  94 大会景品 4,396
  110 消耗品費 1,645

106,001
4,636,083

22,074,657

  20 給料手当 3,180,870
  30 法定福利費 534,400
  49 通勤費 126,000
  60 会議費 735
  70 交際費 6,000
  90 通信運搬費 192,483
  92 減価償却費 145,099
  110 消耗品費 65,140
  115 事務用品費 42,277
  120 修繕費 46,958
  131 研修費 11,906
  150 燃料費 30,193
  175 賃借料 30,000
  180 保険料 116,780
  185 諸会費 45,000
  195 支払手数料 15,497
  196 顧問料 183,600
  200 租税公課 1,123,900

5,896,838
27,971,495
5,163,449

0

7214 車両運搬具除却損 1
1
-1

5,163,448
7301 法人税、住民税及び事業税 300,200

4,863,248
-1,242,597
3,620,651

■本来事業計

  (2)経常外費用

  経常外費用合計

■その他事業計

  事業費計
  管理費

  管理費計
  経常費用合計
 当期経常増減額
 2.経常外増減の部
  (1)経常外収益
  経常外収益合計

■その他事業
　ｽﾎﾟｰﾂ用品物品販売及び斡旋事業費

　ｽﾎﾟｰﾂ用品物品販売及び斡旋事業費計
　ﾊﾞｻﾞｰ等企画及び運営事業費

　ﾊﾞｻﾞｰ等企画及び運営事業費計

　業務委託費

　業務委託費計

 当期経常外増減額
 税引前当期正味財産増減額

 当期正味財産増減額
 正味財産期首残高
 正味財産期末残高


