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自 平成29年10月31日

至 平成30年 3月31日

ＮＰＯ法人楽スポあすか

奈良県高市郡明日香村川原

９１－３

決　算　報　告　書



全事業所 平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人楽スポあすか

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           42,844 

      普通  預金          700,610 

        ２０１９５３７事業系           (1,516)

        ２０３５４０８管理系         (574,788)

        ２０３５４１１給与系         (124,303)

        ２０３９６３５その他               (3)

        現金・預金 計          743,454 

    （その他流動資産）

      立  替  金           41,560 

        その他流動資産  計           41,560 

          流動資産合計          785,014 

            資産合計          785,014 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          136,734 

    預  り  金           60,726 

      スポーツ安全保険料         (△5,337)

      その他預り金          (66,063)

      流動負債合計          197,460 

        負債合計          197,460 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        6,964,329 

  当期正味財産増減額      △6,376,775 

    正味財産合計          587,554 

      負債及び正味財産合計          785,014 



全事業所 平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人楽スポあすか

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           42,844 

      普通  預金          700,610 

        ２０１９５３７事業系           (1,516)

        ２０３５４０８管理系         (574,788)

        ２０３５４１１給与系         (124,303)

        ２０３９６３５その他               (3)

        現金・預金 計          743,454 

    （その他流動資産）

      立  替  金           41,560 

        その他流動資産  計           41,560 

          流動資産合計          785,014 

            資産合計          785,014 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          136,734 

    預  り  金           60,726 

      スポーツ安全保険料         (△5,337)

      その他預り金          (66,063)

      流動負債合計          197,460 

        負債合計          197,460 

 

        正味財産          587,554 



ＮＰＯ法人楽スポあすか 自 平成29年10月31日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

特定非営利活動 その他の事業 合計

に係る事業
【経常収益】

  【受取会費】

    賛助会員受取会費            1,000             1,000 

    一般会員受取会費            5,400             5,400 

  【受取助成金等】

    受取助成金          198,108           198,108 

  【事業収益】

    自主事業収益          958,800           60,000        1,018,800 

      ｽﾎﾟｰﾂ教室事業         (547,600)          (547,600)

      出前教室・指導者派遣事業         (332,200)          (332,200)

      交流事業          (79,000)           (79,000)

      物品販売事業            (8,000)          (8,000)

      子育て婚活支援事業           (52,000)         (52,000)

    委託事業収益        1,029,400         1,029,400 

  【その他収益】

    受取  利息               27                27 

    雑  収  益          143,197           143,197 

      自動販売機販売手数料          (82,453)           (82,453)

      スポーツ安全保険手数料           (4,924)            (4,924)

      その他収入          (55,820)           (55,820)

        経常収益  計        2,335,932           60,000        2,395,932 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      諸謝金(事業)        3,961,900         3,961,900 

        運営補助         (212,600)          (212,600)

        役務費       (2,380,550)        (2,380,550)

        講師謝金       (1,330,750)        (1,330,750)

        その他ｲﾍﾞﾝﾄ          (38,000)           (38,000)

        人件費計        3,961,900                0        3,961,900 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)          199,965           199,965 

      ｽﾎﾟｰﾂ用具費(事業)          301,338           301,338 

      旅費交通費(事業)          223,579           223,579 

      通信運搬費(事業)            1,080             1,080 

      消耗品  費(事業)          376,785           16,857          393,642 

      賃  借  料(事業)          244,350           244,350 

      保  険  料(事業)            5,800            1,705            7,505 

      諸  会  費(事業)            2,000             2,000 

      支払手数料(事業)           14,316            14,316 

      雑      費(事業)          121,611           121,611 

        その他経費計        1,490,824           18,562        1,509,386 

          事業費  計        5,452,724           18,562        5,471,286 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当        2,599,493         2,599,493 



ＮＰＯ法人楽スポあすか 自 平成29年10月31日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

特定非営利活動 その他の事業 合計

に係る事業
      役務費          101,100           101,100 

      法定福利費          355,039           355,039 

      福利厚生費           59,202            59,202 

        人件費計        3,114,834                0        3,114,834 

    （その他経費）

      通信運搬費           87,979            87,979 

      消耗品  費           19,779            19,779 

      支払手数料            6,316             6,316 

      雑      費           72,513            72,513 

        その他経費計          186,587                0          186,587 

          管理費  計        3,301,421                0        3,301,421 

            経常費用  計        8,754,145           18,562        8,772,707 

              当期経常増減額      △6,418,213           41,438      △6,376,775 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0                0                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0                0                0 

        税引前当期正味財産増減額      △6,418,213           41,438      △6,376,775 

        経理区分振替額           41,438         △41,438                0 

          当期正味財産増減額      △6,376,775                0      △6,376,775 

          設立時正味財産額        6,964,329 

          次期繰越正味財産額          587,554 


