
科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成30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          721,880 

   現　　　金          965,103   役員借入金        5,321,161 

   普通　預金            3,911   預　り　金          188,389 

    現金・預金 計          969,014    流動負債  計        6,231,430 

  （売上債権） 負債の部合計        6,231,430 

   未　収　金        3,585,000 正　味　財　産　の　部

    売上債権 計        3,585,000  【正味財産】

  （その他流動資産）   前期繰越正味財産額      △1,200,376 

   前払　費用           37,111   当期正味財産増減額         △79,322 

    その他流動資産  計           37,111    正味財産　計      △1,279,698 

     流動資産合計        4,591,125 正味財産の部合計      △1,279,698 

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   什器　備品          360,607  

    有形固定資産  計          360,607  

     固定資産合計          360,607  

資産の部合計        4,951,732 負債・正味財産の部合計        4,951,732 



全事業所 平成30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          965,103 

      普通　預金            3,911 

        現金・預金 計          969,014 

    （売上債権）

      未　収　金        3,585,000 

        売上債権 計        3,585,000 

    （その他流動資産）

      前払　費用           37,111 

        その他流動資産  計           37,111 

          流動資産合計        4,591,125 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器　備品          360,607 

        有形固定資産  計          360,607 

          固定資産合計          360,607 

            資産の部  合計        4,951,732 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          721,880 

    役員借入金        5,321,161 

    預　り　金          188,389 

      流動負債  計        6,231,430 

        負債の部  合計        6,231,430 

 

        正味財産      △1,279,698 



特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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          675,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           46,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        2,393,000 

  【事業収益】

    事業　収益        2,559,763 

    受託事業収益        1,351,400 

  【その他収益】

    雑収益           28,856 

        【経常収入】 合計        7,054,019 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当        1,110,125 

      臨時雇賃金        2,420,490 

        人件費計        3,530,615 

    （その他経費）

      会議費          151,405 

      旅費交通費          483,060 

      通信運搬費           64,179 

      消耗品費          309,211 

      施設使用料           56,930 

      保険料          157,621 

      諸会費           71,900 

      減価償却費           46,664 

      支払手数料            7,938 

        その他経費計        1,348,908 

          事業費  計        4,879,523 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,110,125 

      法定福利費          228,138 

        人件費計        1,338,263 

    （その他経費）

      旅費交通費          195,595 

      通信運搬費           45,968 

      消耗品費           60,576 

      諸会費            6,000 

      諸経費           12,000 

      支払手数料           13,416 

        その他経費計          333,555 

          管理費  計        1,671,818 

            経常費用  計        6,551,341 



特定非営利活動法人　武蔵丘スポーツクラブ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

              当期経常増減額          502,678 

【経常外収益】

  過年度損益修正益        △582,000 

    経常外収益  計        △582,000 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額         △79,322 

          当期正味財産増減額         △79,322 

          前期繰越正味財産額      △1,200,376 

          次期繰越正味財産額      △1,279,698 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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          675,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           46,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        2,393,000 

  【事業収益】

    事業　収益        2,559,763 

    受託事業収益        1,351,400 

  【その他収益】

    雑収益           28,856 

      【経常収入】 合計        7,054,019 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当        1,110,125 

      臨時雇賃金        2,420,490 

        人件費計        3,530,615 

    （その他経費）

      会議費          151,405 

      旅費交通費          483,060 

      通信運搬費           64,179 

      消耗品費          309,211 

      施設使用料           56,930 

      保険料          157,621 

      諸会費           71,900 

      減価償却費           46,664 

      支払手数料            7,938 

        その他経費計        1,348,908 

          事業費  計        4,879,523 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,110,125 

      法定福利費          228,138 

        人件費計        1,338,263 

    （その他経費）

      旅費交通費          195,595 

      通信運搬費           45,968 

      消耗品費           60,576 

      諸会費            6,000 

      諸経費           12,000 

      支払手数料           13,416 

        その他経費計          333,555 

          管理費  計        1,671,818 

            経常費用  計        6,551,341 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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

              当期経常増減額          502,678 

【経常外収益】

  過年度損益修正益        △582,000 

    経常外収益  計        △582,000 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 

    税引前当期正味財産増減額         △79,322 

      当期正味財産増減額         △79,322 

      前期繰越正味財産額      △1,200,376 

      次期繰越正味財産額      △1,279,698 


