
兵庫県豊岡市京町8-9

第  3期

決　算　報　告　書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   流動負債  計 0 
   普通　預金 1,673,226 負債合計 0 
    現金・預金 計 1,673,226 
  （その他流動資産）  【正味財産】
   未収　収益 1,602,000   前期繰越正味財産額 3,084,033 
    その他流動資産  計 1,602,000   当期正味財産増減額 191,193 
     流動資産合計 3,275,226    正味財産　計 3,275,226 

正味財産合計 3,275,226 
資産合計 3,275,226 負債及び正味財産合計 3,275,226 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成28年 3月31日 現在
ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会



  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通　預金 1,673,226 
        第1種通帳 (166,096)
        第２種通帳 (4,099)
        第３種通帳 (608)
        第４種通帳 (422,128)
        フットサル通帳 (91,002)
        シニア通帳 (7,733)
        キッズ通帳 (114,406)
        技術通帳 (388,356)
        審判通帳 (58,421)
        女子通帳 (386,358)
        但馬Fフェスタ (1,805)
        事務局通帳 (32,214)
        現金・預金 計 1,673,226 
    （その他流動資産）
      未収　収益 1,602,000 
        その他流動資産  計 1,602,000 
          流動資産合計 3,275,226 
            資産の部  合計 3,275,226 

  【流動負債】
    流動負債  計 0 
      負債の部  合計 0 

      正味財産 3,275,226 

《資産の部》

《負債の部》

ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成28年 3月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 55,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 4,191,094 
  【受取助成金等】
    受取助成金 4,027,027 
    受取補助金 182,000 4,209,027 
  【事業収益】
    サッカー競技及び試合の収益 4,167,594 
    サッカー技術及び審判の研究 323,000 4,490,594 
  【その他収益】
    受取　利息 508 
        経常収益  計 12,946,223 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      業務委託費 0 
      運営業務費(事業) 659,267 
      諸　謝　金(事業) 595,200 
      審　判　費(事業) 2,492,200 
      印刷製本費(事業) 206,280 
      会　議　費(事業) 121,674 
      旅費交通費(事業) 3,529,267 
      通信運搬費(事業) 47,696 
      消耗品　費(事業) 2,154,562 
      会　場　費(事業） 989,200 
      保　険　料(事業) 103,057 
      諸　会　費(事業) 712,000 
      支払手数料(事業) 37,096 
      広告宣伝(事業) 100,000 
      雑　　　費(事業) 505,453 
        その他経費計 12,252,952 
          事業費  計 12,252,952 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 3,412 
      消耗品　費 918 
      消耗備品費 79,468 
      新聞図書費 24,000 
      諸　会　費 382,400 
      支払手数料 540 
      雑　　　費 11,340 
        その他経費計 502,078 
          管理費  計 502,078 
            経常費用  計 12,755,030 
              当期経常増減額 191,193 
【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 191,193 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会
          当期正味財産増減額 191,193 
          前期繰越正味財産額 3,084,033 

          次期繰越正味財産額 3,275,226 



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 55,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 4,191,094 
  【受取助成金等】
    受取助成金 4,027,027 
    受取補助金 182,000 
  【事業収益】
    サッカー競技及び試合の収益 4,167,594 
    サッカー技術及び審判の研究 323,000 
  【その他収益】
    受取　利息 508 
        経常収益  計 12,946,223 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      運営業務費(事業) 659,267 
      諸　謝　金(事業) 595,200 
      審　判　費(事業) 2,492,200 
      印刷製本費(事業) 206,280 
      会　議　費(事業) 121,674 
      旅費交通費(事業) 3,529,267 
      通信運搬費(事業) 47,696 
      消耗品　費(事業) 2,154,562 
      会　場　費(事業） 989,200 
      保　険　料(事業) 103,057 
      諸　会　費(事業) 712,000 
      支払手数料(事業) 37,096 
      広告宣伝(事業) 100,000 
      雑　　　費(事業) 505,453 
        その他経費計 12,252,952 
          事業費  計 12,252,952 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 3,412 
      消耗品　費 918 
      消耗備品費 79,468 
      新聞図書費 24,000 
      諸　会　費 382,400 
      支払手数料 540 
      雑　　　費 11,340 
        その他経費計 502,078 
          管理費  計 502,078 
            経常費用  計 12,755,030 
              当期経常増減額 191,193 
【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 191,193 
      当期正味財産増減額 191,193 

ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会
自 平成27年 4月 1日  至 平成28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）

全事業所
ＮＰＯ法人　但馬サッカー協会

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

      前期繰越正味財産額 3,084,033 
      次期繰越正味財産額 3,275,226 


