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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2015年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   短期借入金        2,750,000 

   現　　　金           37,258    流動負債  計        2,750,000 

   普通　預金          646,535 負債の部合計        2,750,000 

    現金・預金 計          683,793 正　味　財　産　の　部

  （売上債権）  【正味財産】

   売　掛　金           27,300   前期繰越正味財産額          160,203 

   未　収　金        2,489,000   当期正味財産増減額        4,890,049 

    売上債権 計        2,516,300    正味財産　計        5,050,252 

  （その他流動資産） 正味財産の部合計        5,050,252 

   預け金           21,200  

    その他流動資産  計           21,200  

     流動資産合計        3,221,293  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   車両運搬具        4,578,959  

    有形固定資産  計        4,578,959  

     固定資産合計        4,578,959  

資産の部合計        7,800,252 負債・正味財産の部合計        7,800,252 



全事業所 2015年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           37,258 

      普通　預金          646,535 

        現金・預金 計          683,793 

    （売上債権）

      売　掛　金           27,300 

      未　収　金        2,489,000 

        売上債権 計        2,516,300 

    （その他流動資産）

      預け金           21,200 

        その他流動資産  計           21,200 

          流動資産合計        3,221,293 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      車両運搬具        4,578,959 

        有形固定資産  計        4,578,959 

          固定資産合計        4,578,959 

            資産の部  合計        7,800,252 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        2,750,000 

      流動負債  計        2,750,000 

        負債の部  合計        2,750,000 

 

        正味財産        5,050,252 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2014年 4月 1日　至 2015年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取協賛金        1,570,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        9,899,000 

  【事業収益】

    事業　収入       16,163,620 

  【その他収益】

    受取　利息              330 

        経常収益  計       27,632,950 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      諸　謝　金(事業)        1,154,000 

        人件費計        1,154,000 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)          760,000 

      印刷製本費(事業)        1,382,900 

      雑役務  費(事業)        9,629,968 

      通信運搬費(事業)          123,974 

      消耗品　費(事業)          193,457 

      スポーツ用具購入(事業)          916,000 

      備品費(事業)          310,800 

      地代　家賃(事業)           12,280 

      賃  借  料(事業)          200,180 

      損　借　料（事業）        2,903,730 

      減価償却費(事業)          157,895 

      保　険　料(事業)          540,704 

      広告宣伝費(事業)          150,000 

      諸　会　費(事業)          506,575 

      租税　公課(事業)          241,900 

      研　修　費           10,000 

      支払手数料(事業)          286,521 

      雑　　　費(事業)           39,004 

        その他経費計       18,365,888 

          事業費  計       19,519,888 

  【管理費】

    （人件費）

      業務委託費        1,650,000 

        人件費計        1,650,000 

    （その他経費）

      雑役務　費           42,000 

      通信運搬費            8,290 

      消耗品　費          122,129 

      賃　借　料           40,000 

      広告宣伝費          211,560 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2014年 4月 1日　至 2015年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      接待交際費           12,605 

      保　険　料           39,380 

      諸　会　費          925,000 

      租税　公課            1,650 

      支払手数料          135,399 

        その他経費計        1,538,013 

          管理費  計        3,188,013 

            経常費用  計       22,707,901 

              当期経常増減額        4,925,049 

【経常外収益】

  事業間振替収益        5,307,482 

    経常外収益  計        5,307,482 

【経常外費用】

  事業間振替支出        5,307,482 

    経常外費用  計        5,307,482 

        税引前当期正味財産増減額        4,925,049 

        法人税、住民税及び事業税           35,000 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額        4,890,049 

          前期繰越正味財産額          160,203 

          次期繰越正味財産額        5,050,252 



全事業所 自 2014年 4月 1日　至 2015年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取協賛金        1,570,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        9,899,000 

  【事業収益】

    事業　収入       16,163,620 

  【その他収益】

    受取　利息              330 

      経常収益  計       27,632,950 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      諸　謝　金(事業)        1,154,000 

        人件費計        1,154,000 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)          760,000 

      印刷製本費(事業)        1,382,900 

      雑役務  費(事業)        9,629,968 

      通信運搬費(事業)          123,974 

      消耗品　費(事業)          193,457 

      スポーツ用具購入(事業)          916,000 

      備品費(事業)          310,800 

      地代　家賃(事業)           12,280 

      賃  借  料(事業)          200,180 

      損　借　料（事業）        2,903,730 

      減価償却費(事業)          157,895 

      保　険　料(事業)          540,704 

      広告宣伝費(事業)          150,000 

      諸　会　費(事業)          506,575 

      租税　公課(事業)          241,900 

      研　修　費           10,000 

      支払手数料(事業)          286,521 

      雑　　　費(事業)           39,004 

        その他経費計       18,365,888 

          事業費  計       19,519,888 

  【管理費】

    （人件費）

      業務委託費        1,650,000 

        人件費計        1,650,000 

    （その他経費）

      雑役務　費           42,000 

      通信運搬費            8,290 

      消耗品　費          122,129 

      賃　借　料           40,000 

      広告宣伝費          211,560 



全事業所 自 2014年 4月 1日　至 2015年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

      接待交際費           12,605 

      保　険　料           39,380 

      諸　会　費          925,000 

      租税　公課            1,650 

      支払手数料          135,399 

        その他経費計        1,538,013 

          管理費  計        3,188,013 

            経常費用  計       22,707,901 

              当期経常増減額        4,925,049 

【経常外収益】

  事業間振替収益        5,307,482 

    経常外収益  計        5,307,482 

【経常外費用】

  事業間振替支出        5,307,482 

    経常外費用  計        5,307,482 

 

      税引前当期正味財産増減額        4,925,049 

      法人税、住民税及び事業税           35,000 

      経理区分振替額                0 

        当期正味財産増減額        4,890,049 

        前期繰越正味財産額          160,203 

        次期繰越正味財産額        5,050,252 


