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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2016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        3,044,990 

   現　　　金           79,918    流動負債  計        3,044,990 

   普通　預金        3,061,106 負債の部合計        3,044,990 

    現金・預金 計        3,141,024 正　味　財　産　の　部

  （売上債権）  【正味財産】

   売　掛　金           65,476   前期繰越正味財産額        5,050,252 

    売上債権 計           65,476   当期正味財産増減額        △604,373 

  （その他流動資産）    正味財産　計        4,445,879 

   預け金           21,200 正味財産の部合計        4,445,879 

    その他流動資産  計           21,200  

     流動資産合計        3,227,700  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   車両運搬具        4,263,169  

    有形固定資産  計        4,263,169  

     固定資産合計        4,263,169  

資産の部合計        7,490,869 負債・正味財産の部合計        7,490,869 



全事業所 2016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           79,918 

      普通　預金        3,061,106 

        現金・預金 計        3,141,024 

    （売上債権）

      売　掛　金           65,476 

        売上債権 計           65,476 

    （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        3,227,700 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      車両運搬具        4,263,169 

        有形固定資産  計        4,263,169 

          固定資産合計        4,263,169 

            資産の部  合計        7,490,869 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        3,044,990 

      流動負債  計        3,044,990 

        負債の部  合計        3,044,990 

 

        正味財産        4,445,879 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2015年 4月 1日　至 2016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        5,500,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金       11,388,000 

  【事業収益】

    事業　収入       26,913,166 

  【その他収益】

    受取　利息              399 

        経常収益  計       43,801,565 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)        4,250,000 

      印刷製本費(事業)        2,225,000 

      諸　謝　金(事業)        1,449,328 

      雑役務  費(事業)       16,522,592 

      外　注　費(事業)          106,720 

      旅費交通費(事業)        1,588,351 

      通信運搬費(事業)           35,102 

      消耗品　費(事業)          226,857 

      修　繕　費(事業)          139,800 

      賃  借  料(事業)        1,521,915 

      損　借　料（事業）       11,078,820 

      保　険　料(事業)        1,318,438 

      諸　会　費(事業)          171,130 

      租税　公課(事業)            8,400 

      支払手数料(事業)           17,178 

      雑　　　費(事業)           14,590 

        その他経費計       40,674,221 

          事業費  計       40,674,221 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金           75,000 

      業務委託費          226,000 

      雑役務　費          427,210 

      通信運搬費          100,000 

      消耗品　費        1,034,800 

      賃　借　料          895,000 

      広告宣伝費          158,760 

      接待交際費          283,160 

      減価償却費          315,790 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      保　険　料           66,210 

      諸　会　費          126,000 

      支払手数料           23,787 

        その他経費計        3,731,717 

          管理費  計        3,731,717 

            経常費用  計       44,405,938 

              当期経常増減額        △604,373 

【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        △604,373 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額        △604,373 

          前期繰越正味財産額        5,050,252 

          次期繰越正味財産額        4,445,879 



全事業所 自 2015年 4月 1日　至 2016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        5,500,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金       11,388,000 

  【事業収益】

    事業　収入       26,913,166 

  【その他収益】

    受取　利息              399 

      経常収益  計       43,801,565 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)        4,250,000 

      印刷製本費(事業)        2,225,000 

      諸　謝　金(事業)        1,449,328 

      雑役務  費(事業)       16,522,592 

      外　注　費(事業)          106,720 

      旅費交通費(事業)        1,588,351 

      通信運搬費(事業)           35,102 

      消耗品　費(事業)          226,857 

      修　繕　費(事業)          139,800 

      賃  借  料(事業)        1,521,915 

      損　借　料（事業）       11,078,820 

      保　険　料(事業)        1,318,438 

      諸　会　費(事業)          171,130 

      租税　公課(事業)            8,400 

      支払手数料(事業)           17,178 

      雑　　　費(事業)           14,590 

        その他経費計       40,674,221 

          事業費  計       40,674,221 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金           75,000 

      業務委託費          226,000 

      雑役務　費          427,210 

      通信運搬費          100,000 

      消耗品　費        1,034,800 

      賃　借　料          895,000 

      広告宣伝費          158,760 

      接待交際費          283,160 

      減価償却費          315,790 



全事業所 自 2015年 4月 1日　至 2016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

      保　険　料           66,210 

      諸　会　費          126,000 

      支払手数料           23,787 

        その他経費計        3,731,717 

          管理費  計        3,731,717 

            経常費用  計       44,405,938 

              当期経常増減額        △604,373 

【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        △604,373 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額        △604,373 

      前期繰越正味財産額        5,050,252 

      次期繰越正味財産額        4,445,879 


