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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2017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        6,604,990 

   現　　　金          204,789    流動負債  計        6,604,990 

   普通　預金        3,798,987 負債の部合計        6,604,990 

    現金・預金 計        4,003,776 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        2,930,086 

   未　収　金        2,174,000   当期正味財産増減額      △1,622,198 

    売上債権 計        2,239,476    正味財産　計        1,307,888 

  （その他流動資産） 正味財産の部合計        1,307,888 

   預け金           21,200  

    その他流動資産  計           21,200  

     流動資産合計        6,264,452  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   車両運搬具        1,648,426  

    有形固定資産  計        1,648,426  

     固定資産合計        1,648,426  

資産の部合計        7,912,878 負債・正味財産の部合計        7,912,878 



全事業所 2017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          204,789 

      普通　預金        3,798,987 

        現金・預金 計        4,003,776 

    （売上債権）

      売　掛　金           65,476 

      未　収　金        2,174,000 

        売上債権 計        2,239,476 

    （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        6,264,452 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      車両運搬具        1,648,426 

        有形固定資産  計        1,648,426 

          固定資産合計        1,648,426 

            資産の部  合計        7,912,878 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        6,604,990 

      流動負債  計        6,604,990 

        負債の部  合計        6,604,990 

 

        正味財産        1,307,888 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2016年 4月 1日　至 2017年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取助成金等】

    受取助成金       15,715,000 

  【事業収益】

    事業　収入       23,228,634 

  【その他収益】

    受取　利息               18 

        経常収益  計       38,943,652 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      諸　謝　金(事業)        2,318,500 

        人件費計        2,318,500 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)        4,024,204 

      印刷製本費(事業)        2,845,000 

      雑役務  費(事業)        3,806,842 

      消耗品　費(事業)          880,000 

      スポーツ用具購入(事業)          550,000 

      賃  借  料(事業)        1,404,700 

      損　借　料（事業）       10,857,000 

      保　険　料(事業)          214,548 

      諸　会　費(事業)          217,025 

        その他経費計       24,799,319 

          事業費  計       27,117,819 

  【管理費】

    （人件費）

      業務委託費       10,400,000 

      諸　謝　金           16,000 

        人件費計       10,416,000 

    （その他経費）

      印刷製本費            9,325 

      雑役務　費          912,224 

      旅費交通費           41,200 

      通信運搬費            2,376 

      消耗品　費          259,960 

      賃　借　料            9,680 

      接待交際費           40,351 

      減価償却費        1,098,950 

      諸　会　費          110,000 

      租税　公課           10,440 

      支払手数料           45,525 

      損　借　料          492,000 

        その他経費計        3,032,031 

          管理費  計       13,448,031 

            経常費用  計       40,565,850 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2016年 4月 1日　至 2017年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

              当期経常増減額      △1,622,198 

【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      △1,622,198 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額      △1,622,198 

          前期繰越正味財産額        2,930,086 

          次期繰越正味財産額        1,307,888 



全事業所 自 2016年 4月 1日　至 2017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】

  【受取助成金等】

    受取助成金       15,715,000 

  【事業収益】

    事業　収入       23,228,634 

  【その他収益】

    受取　利息               18 

      経常収益  計       38,943,652 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      諸　謝　金(事業)        2,318,500 

        人件費計        2,318,500 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)        4,024,204 

      印刷製本費(事業)        2,845,000 

      雑役務  費(事業)        3,806,842 

      消耗品　費(事業)          880,000 

      スポーツ用具購入(事業)          550,000 

      賃  借  料(事業)        1,404,700 

      損　借　料（事業）       10,857,000 

      保　険　料(事業)          214,548 

      諸　会　費(事業)          217,025 

        その他経費計       24,799,319 

          事業費  計       27,117,819 

  【管理費】

    （人件費）

      業務委託費       10,400,000 

      諸　謝　金           16,000 

        人件費計       10,416,000 

    （その他経費）

      印刷製本費            9,325 

      雑役務　費          912,224 

      旅費交通費           41,200 

      通信運搬費            2,376 

      消耗品　費          259,960 

      賃　借　料            9,680 

      接待交際費           40,351 

      減価償却費        1,098,950 

      諸　会　費          110,000 

      租税　公課           10,440 

      支払手数料           45,525 

      損　借　料          492,000 

        その他経費計        3,032,031 

          管理費  計       13,448,031 

            経常費用  計       40,565,850 



全事業所 自 2016年 4月 1日　至 2017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

              当期経常増減額      △1,622,198 

【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      △1,622,198 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額      △1,622,198 

      前期繰越正味財産額        2,930,086 

      次期繰越正味財産額        1,307,888 


