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決　算　報　告　書



一般社団法人日本海洋教育スポーツ振興協会 自 2020年 4月 1日　至 2021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        1,000,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金(環境再生保全機構)        4,736,000 

    受取助成金(JSCくじ助成)        2,880,000        7,616,000 

  【事業収益】

    事業　収入       21,163,116 

  【その他収益】

    受取　利息               32 

    雑　収　益        3,985,515        3,985,547 

        経常収益  計       33,764,663 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      謝　金(事業)        1,739,000 

      諸　謝　金(事業)          430,500 

      外　注　費(事業)        1,923,480 

        人件費計        4,092,980 

    （その他経費）

      雑役務  費(事業)          652,250 

      施設使用料(事業)        1,064,410 

      借料及び損料（事業）        2,985,000 

      借損料・役務費(事業)        6,230,933 

      保　険　料(事業)          329,320 

      諸　会　費(事業)          133,000 

      支払手数料(事業)           19,390 

      事務管理費(事業)           35,255 

        その他経費計       11,449,558 

          事業費  計       15,542,538 

  【管理費】

    （人件費）

      業務委託費       17,210,000 

        人件費計       17,210,000 

    （その他経費）

      会　議　費            2,178 

      車　両　費          145,038 

      通信運搬費          191,797 

      接待交際費           16,500 

      保　険　料           40,480 

      諸　会　費            3,100 

      租税　公課           11,400 

      支払手数料          301,987 

        その他経費計          712,480 

          管理費  計       17,922,480 

            経常費用  計       33,465,018 



一般社団法人日本海洋教育スポーツ振興協会 自 2020年 4月 1日　至 2021年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

              当期経常増減額          299,645 

【経常外収益】

  事業間振替収益          719,250 

    経常外収益  計          719,250 

【経常外費用】

  事業間振替支出          719,250 

    経常外費用  計          719,250 

        税引前当期正味財産増減額          299,645 

          当期正味財産増減額          299,645 

          前期繰越正味財産額        2,637,840 

          次期繰越正味財産額        2,937,485 



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2021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）一般社団法人日本海洋教育スポーツ振興協会

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金       13,114,000 

   現　　　金        1,381,460   仮　受　金           27,613 

   普通　預金       14,226,437    流動負債  計       13,141,613 

    現金・預金 計       15,607,897 負債合計       13,141,613 

  （売上債権） 正　味　財　産　の　部

   未　収　金          336,000  【正味財産】

    売上債権 計          336,000   前期繰越正味財産額        2,637,840 

  （その他流動資産）   当期正味財産増減額          299,645 

   預け金           21,200    正味財産　計        2,937,485 

   仮　払　金          114,000 正味財産合計        2,937,485 

    その他流動資産  計          135,200  

     流動資産合計       16,079,097  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   車両運搬具                1  

    有形固定資産  計                1  

     固定資産合計                1  

資産合計       16,079,098 負債及び正味財産合計       16,079,098 



全事業所 2021年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）一般社団法人日本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        1,381,460 

      普通　預金       14,226,437 

        現金・預金 計       15,607,897 

    （売上債権）

      未　収　金          336,000 

        売上債権 計          336,000 

    （その他流動資産）

      預け金           21,200 

      仮　払　金          114,000 

        その他流動資産  計          135,200 

          流動資産合計       16,079,097 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      車両運搬具                1 

        有形固定資産  計                1 

          固定資産合計                1 

            資産の部  合計       16,079,098 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金       13,114,000 

    仮　受　金           27,613 

      流動負債  計       13,141,613 

        負債の部  合計       13,141,613 

 

        正味財産        2,937,485 



全事業所 自 2020年 4月 1日　至 2021年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）一般社団法人日本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        1,000,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金(環境再生保全機構)        4,736,000 

    受取助成金(JSCくじ助成)        2,880,000 

  【事業収益】

    事業　収入       21,163,116 

  【その他収益】

    受取　利息               32 

    雑　収　益        3,985,515 

        経常収益  計       33,764,663 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      謝　金(事業)        1,739,000 

      諸　謝　金(事業)          430,500 

      外　注　費(事業)        1,923,480 

        人件費計        4,092,980 

    （その他経費）

      雑役務  費(事業)          652,250 

      施設使用料(事業)        1,064,410 

      借料及び損料（事業）        2,985,000 

      借損料・役務費(事業)        6,230,933 

      保　険　料(事業)          329,320 

      諸　会　費(事業)          133,000 

      支払手数料(事業)           19,390 

      事務管理費(事業)           35,255 

        その他経費計       11,449,558 

          事業費  計       15,542,538 

  【管理費】

    （人件費）

      業務委託費       17,210,000 

        人件費計       17,210,000 

    （その他経費）

      会　議　費            2,178 

      車　両　費          145,038 

      通信運搬費          191,797 

      接待交際費           16,500 

      保　険　料           40,480 

      諸　会　費            3,100 

      租税　公課           11,400 

      支払手数料          301,987 

        その他経費計          712,480 

          管理費  計       17,922,480 

            経常費用  計       33,465,018 



全事業所 自 2020年 4月 1日　至 2021年 3月31日

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

              当期経常増減額          299,645 

【経常外収益】

  事業間振替収益          719,250 

    経常外収益  計          719,250 

【経常外費用】

  事業間振替支出          719,250 

    経常外費用  計          719,250 

 

      税引前当期正味財産増減額          299,645 

        当期正味財産増減額          299,645 

        前期繰越正味財産額        2,637,840 

        次期繰越正味財産額        2,937,485 


