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自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成27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）特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金          658,460 

   現　　　金          361,077   役員借入金        2,709,161 

   普通　預金           60,669   預　り　金           39,755 

    現金・預金 計          421,746    流動負債  計        3,407,376 

  （売上債権） 負債の部合計        3,407,376 

   未　収　金        1,438,758 正　味　財　産　の　部

    売上債権 計        1,438,758  【正味財産】

  （その他流動資産）   前期繰越正味財産額           91,924 

   前払　費用           99,854   当期正味財産増減額        △740,053 

    その他流動資産  計           99,854    正味財産　計        △648,129 

     流動資産合計        1,960,358 正味財産の部合計        △648,129 

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   什器　備品          798,889  

    有形固定資産  計          798,889  

     固定資産合計          798,889  

資産の部合計        2,759,247 負債・正味財産の部合計        2,759,247 



全事業所 平成27年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          361,077 

        自主財源         (361,077)

      普通　預金           60,669 

        三菱東京UFJ銀行           (4,409)

        埼玉りそな銀行          (56,260)

        現金・預金 計          421,746 

    （売上債権）

      未　収　金        1,438,758 

        吉見町受託事業         (172,800)

        その他補助       (1,265,958)

        売上債権 計        1,438,758 

    （その他流動資産）

      前払　費用           99,854 

        登録料(翌年度分)          (47,400)

        保険料(翌年度分)          (52,454)

        その他流動資産  計           99,854 

          流動資産合計        1,960,358 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器　備品          798,889 

        超音波骨密度測定装置         (798,889)

        有形固定資産  計          798,889 

          固定資産合計          798,889 

            資産の部  合計        2,759,247 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          658,460 

      給与手当          (74,000)

      臨時雇賃金         (138,000)

      旅費交通費         (248,520)

      立替費用         (197,940)

    役員借入金        2,709,161 

    預　り　金           39,755 

      源泉税預り金          (16,784)

      社会保険料預り金          (22,971)

      流動負債  計        3,407,376 

        負債の部  合計        3,407,376 

 

        正味財産        △648,129 



特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収入】

  【受取会費】

    正会員受取会費          634,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           85,916 

  【受取助成金等】

    受取助成金        2,876,000 

      スポーツ振興くじ       (2,876,000)

  【事業収益】

    事業　収益        2,762,208 

      ヨガ事業収益         (563,700)

      ゴルフ事業収益         (467,250)

      サッカー事業収益       (1,410,650)

      イベント事業収益         (320,608)

    受託事業収益        1,108,800 

      吉見町事業       (1,108,800)

  【その他収益】

    受取利息収入               38 

    雑収益           41,284 

        【経常収入】 合計        7,508,246 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当        1,486,513 

        クラブマネジャー       (1,486,513)

      臨時雇賃金        2,642,830 

      法定福利費          143,046 

        人件費計        4,272,389 

    （その他経費）

      会議費           77,133 

      旅費交通費          837,688 

      通信運搬費           62,880 

      消耗品費          381,029 

      施設使用料           95,760 

      保険料          159,438 

      登録料           70,200 

      諸経費            8,370 

      減価償却費          320,002 

      イベント事業費           20,736 

      支払手数料           11,964 

        その他経費計        2,045,200 

          事業費  計        6,317,589 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,486,514 

        クラブマネジャー       (1,486,514)



特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      法定福利費          143,046 

        人件費計        1,629,560 

    （その他経費）

      印刷製本費           24,300 

      会議費            9,904 

      旅費交通費          147,900 

      通信運搬費           44,389 

      消耗品費           33,407 

      諸会費            6,000 

      支払手数料            4,640 

      雑費            7,410 

      法人税等           23,200 

        その他経費計          301,150 

          管理費  計        1,930,710 

            経常費用  計        8,248,299 

              当期経常増減額        △740,053 

【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        △740,053 

          当期正味財産増減額        △740,053 

          前期繰越正味財産額           91,924 

          次期繰越正味財産額        △648,129 



全事業所 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ

【経常収入】

  【受取会費】

    正会員受取会費          634,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           85,916 

  【受取助成金等】

    受取助成金        2,876,000 

      スポーツ振興くじ       (2,876,000)

  【事業収益】

    事業　収益        2,762,208 

      ヨガ事業収益         (563,700)

      ゴルフ事業収益         (467,250)

      サッカー事業収益       (1,410,650)

      イベント事業収益         (320,608)

    受託事業収益        1,108,800 

      吉見町事業       (1,108,800)

  【その他収益】

    受取利息収入               38 

    雑収益           41,284 

      【経常収入】 合計        7,508,246 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当        1,486,513 

        クラブマネジャー       (1,486,513)

      臨時雇賃金        2,642,830 

      法定福利費          143,046 

        人件費計        4,272,389 

    （その他経費）

      会議費           77,133 

      旅費交通費          837,688 

      通信運搬費           62,880 

      消耗品費          381,029 

      施設使用料           95,760 

      保険料          159,438 

      登録料           70,200 

      諸経費            8,370 

      減価償却費          320,002 

      イベント事業費           20,736 

      支払手数料           11,964 

        その他経費計        2,045,200 

          事業費  計        6,317,589 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,486,514 

        クラブマネジャー       (1,486,514)



全事業所 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ

      法定福利費          143,046 

        人件費計        1,629,560 

    （その他経費）

      印刷製本費           24,300 

      会議費            9,904 

      旅費交通費          147,900 

      通信運搬費           44,389 

      消耗品費           33,407 

      諸会費            6,000 

      支払手数料            4,640 

      雑費            7,410 

      法人税等           23,200 

        その他経費計          301,150 

          管理費  計        1,930,710 

            経常費用  計        8,248,299 

              当期経常増減額        △740,053 

【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        △740,053 

      当期正味財産増減額        △740,053 

      前期繰越正味財産額           91,924 

      次期繰越正味財産額        △648,129 


