
全事業所 平成29年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          197,565 

      普通　預金        2,048,465 

        現金・預金 計        2,246,030 

    （売上債権）

      未　収　金           32,776 

      未収ｔｏｔｏ助成金        1,056,000 

        売上債権 計        1,088,776 

          流動資産合計        3,334,806 

            資産合計        3,334,806 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           54,522 

    前　受　金            9,000 

    短期借入金        3,037,000 

    預　り　金         △33,105 

    仮　受　金           21,000 

      流動負債合計        3,088,417 

        負債合計        3,088,417 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産           71,148 

  当期正味財産増減額          175,241 

    正味財産合計          246,389 

      負債及び正味財産合計        3,334,806 



全事業所 平成29年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          197,565 

        一般会計         (197,565)

      普通　預金        2,048,465 

        ゆうちょ銀行       (1,173,347)

        盛岡信金ｔｏｔｏ         (874,676)

        盛岡信金             (442)

        現金・預金 計        2,246,030 

    （売上債権）

      未　収　金           32,776 

      未収ｔｏｔｏ助成金        1,056,000 

        売上債権 計        1,088,776 

          流動資産合計        3,334,806 

            資産合計        3,334,806 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           54,522 

      その他補助          (54,522)

    前　受　金            9,000 

    短期借入金        3,037,000 

      村里敏彰         (767,000)

      その他補助       (2,270,000)

    預　り　金         △33,105 

      源泉税預り        (△27,468)

      スポーツ安全保険        (△71,734)

      吹矢検定料        (△17,354)

      国体イベント          (29,020)

      その他補助          (54,431)

    仮　受　金           21,000 

      スキー          (10,000)

      一般仮受金           (1,000)

      用具代金          (10,000)

      流動負債合計        3,088,417 

        負債合計        3,088,417 

 

        正味財産          246,389 



ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ 自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           65,000 

    賛助会員受取会費           32,000 

    受取入会金          110,000 

    登録料          249,850 

    会費        3,891,294 

    講師派遣          286,707        4,634,851 

  【受取助成金等】

    受取ｔｏｔｏ助成金        6,872,000 

    受取補助金          540,000        7,412,000 

  【その他収益】

    受取　利息              193 

    雑　収　益               90              283 

        経常収益  計       12,047,134 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      法定福利費(事業)          597,208 

      福利厚生費(事業)           14,017 

        人件費計          611,225 

    （その他経費）

      諸　謝　金          735,600 

      支払参加費          806,748 

      印刷製本費(事業)          155,984 

      旅費交通費(事業)          856,944 

      車　両　費(事業)          172,800 

      通信運搬費(事業)          269,022 

      消耗品　費(事業)           60,308 

      教室運営用具費(事業)          498,326 

      賃  借  料(事業)            5,183 

      保　険　料(事業)           56,425 

      支払手数料(事業)            8,569 

      ｔｏｔｏ助成金（基盤強化）        3,487,746 

      ｔｏｔｏ助成金マネジャー設置        3,681,984 

      広告宣伝費           15,000 

      雑　　　費(事業)          129,265 

      雑損失            6,400 

        その他経費計       10,946,304 

          事業費  計       11,557,529 

  【管理費】

    （人件費）

      賃金           36,050 

        人件費計           36,050 

    （その他経費）

      会　議　費           28,041 



ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ 自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      地代　家賃          197,700 

      町内会費            1,200 

      振込手数（管理）            7,542 

      租税　公課            1,200 

      支払　利息(事業)           42,631 

        その他経費計          278,314 

          管理費  計          314,364 

            経常費用  計       11,871,893 

              当期経常増減額          175,241 

【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          175,241 

          当期正味財産増減額          175,241 

          前期繰越正味財産額           71,148 

          次期繰越正味財産額          246,389 



全事業所 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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）ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           65,000 

    賛助会員受取会費           32,000 

    受取入会金          110,000 

    登録料          249,850 

    会費        3,891,294 

    講師派遣          286,707 

  【受取助成金等】

    受取ｔｏｔｏ助成金        6,872,000 

    受取補助金          540,000 

  【その他収益】

    受取　利息              193 

    雑　収　益               90 

        経常収益  計       12,047,134 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      法定福利費(事業)          597,208 

      福利厚生費(事業)           14,017 

        人件費計          611,225 

    （その他経費）

      諸　謝　金          735,600 

      支払参加費          806,748 

      印刷製本費(事業)          155,984 

      旅費交通費(事業)          856,944 

      車　両　費(事業)          172,800 

      通信運搬費(事業)          269,022 

      消耗品　費(事業)           60,308 

      教室運営用具費(事業)          498,326 

      賃  借  料(事業)            5,183 

      保　険　料(事業)           56,425 

      支払手数料(事業)            8,569 

      ｔｏｔｏ助成金（基盤強化）        3,487,746 

      ｔｏｔｏ助成金マネジャー設置        3,681,984 

      広告宣伝費           15,000 

      雑　　　費(事業)          129,265 

      雑損失            6,400 

        その他経費計       10,946,304 

          事業費  計       11,557,529 

  【管理費】

    （人件費）

      賃金           36,050 

        人件費計           36,050 

    （その他経費）

      会　議　費           28,041 



全事業所 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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）ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ

      地代　家賃          197,700 

      町内会費            1,200 

      振込手数（管理）            7,542 

      租税　公課            1,200 

      支払　利息(事業)           42,631 

        その他経費計          278,314 

          管理費  計          314,364 

            経常費用  計       11,871,893 

              当期経常増減額          175,241 

【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          175,241 

      当期正味財産増減額          175,241 

      前期繰越正味財産額           71,148 

      次期繰越正味財産額          246,389 


