
科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

平成27年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人いーはとーぶスポーツク

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未  払  金          406,319 

   現      金            5,524   短期借入金       11,217,000 

   普通  預金        3,217,792   預  り  金           21,180 

    現金・預金 計        3,223,316   仮  受  金           11,480 

  （売上債権）    流動負債  計       11,655,979 

   未収ｔｏｔｏ助成金        7,891,372 負債の部合計       11,655,979 

    売上債権 計        7,891,372 正　味　財　産　の　部

     流動資産合計       11,114,688  【正味財産】

   正味  財産        △541,291 

   (うち当期正味財産増加額)          468,977 

    正味財産　計        △541,291 

 正味財産の部合計        △541,291 

資産の部合計       11,114,688 負債・正味財産の部合計       11,114,688 



平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人いーはとーぶスポーツク

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金            5,524 

      普通  預金        3,217,792 

        現金・預金 計        3,223,316 

    （売上債権）

      未収ｔｏｔｏ助成金        7,891,372 

        売上債権 計        7,891,372 

          流動資産合計       11,114,688 

            資産の部  合計       11,114,688 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          406,319 

    短期借入金       11,217,000 

    預  り  金           21,180 

    仮  受  金           11,480 

      流動負債  計       11,655,979 

        負債の部  合計       11,655,979 

 

        正味財産        △541,291 



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収支計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人いーはとーぶスポーツク

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収益】

      会費        3,873,450 

      講師派遣          241,342 

      受取ｔｏｔｏ助成金        7,891,372 

      入会金           74,000 

      正会員会費          120,000 

      賛助会員会費          186,250 

      補助金          320,000 

      受託事業          462,324 

      受取利息              665 

        【経常収益】 合計       13,169,403 

    【事業費】

      謝金           80,500 

      消耗品          131,399 

      雑費          595,891 

      支払手数料            6,264 

      NPO保険          141,574 

      借損料           36,730 

      交通費          288,680 

      参加費          676,000 

      通信費          229,998 

      toto（活動基盤強化）        3,295,372 

      ｔｏｔｏ（マネジャー設置）        4,596,000 

      受託事業          408,319 

      補助金事業          327,845 

        事業費  計       10,814,572 

    【一般管理費】

      法定福利費          682,889 

      賃金          282,000 

      会議費            8,299 

      研修費           20,000 

      交通費           50,670 

      通信費           95,667 

      負担金              510 

      租税公課           90,500 

      消耗品          172,071 

      雑費           93,846 

      印刷製本費            5,484 

      地代  家賃          315,000 

      車両燃料費           11,000 

      支払手数料            7,560 

      支払　利息           50,358 

        【一般管理費】 合計        1,885,854 

          経常収支差額          468,977 



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収支計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人いーはとーぶスポーツク

  ［その他資金収支の部］

    【その他資金収入】

      その他資金収入  計                0 

    【その他資金支出】

      その他資金支出  計                0 

        当期収支差額          468,977 

        前期繰越収支差額        △955,072 

        次期繰越収支差額        △486,095 

《正味財産増減の部》

  【正味財産増加の部】

    当期収支差額          468,977 

      正味財産増加の部  計          468,977 

  【正味財産減少の部】

    正味財産減少の部  計                0 

      当期正味財産増加額          468,977 

      前期繰越正味財産額      △1,010,268 

      当期正味財産合計        △541,291 



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いーはとーぶスポーツク

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収益】

      会費        3,873,450 

      講師派遣          241,342 

      受取ｔｏｔｏ助成金        7,891,372 

      入会金           74,000 

      正会員会費          120,000 

      賛助会員会費          186,250 

      補助金          320,000 

      受託事業          462,324 

      受取利息              665 

        【経常収益】 合計       13,169,403 

    【事業費】

      謝金           80,500 

      消耗品          131,399 

      雑費          595,891 

      支払手数料            6,264 

      NPO保険          141,574 

      借損料           36,730 

      交通費          288,680 

      参加費          676,000 

      通信費          229,998 

      toto（活動基盤強化）        3,295,372 

      ｔｏｔｏ（マネジャー設置）        4,596,000 

      受託事業          408,319 

      補助金事業          327,845 

        事業費  計       10,814,572 

    【一般管理費】

      法定福利費          682,889 

      賃金          282,000 

      会議費            8,299 

      研修費           20,000 

      交通費           50,670 

      通信費           95,667 

      負担金              510 

      租税公課           90,500 

      消耗品          172,071 

      雑費           93,846 

      印刷製本費            5,484 

      地代  家賃          315,000 

      車両燃料費           11,000 

      支払手数料            7,560 

      支払　利息           50,358 

        【一般管理費】 合計        1,885,854 

          経常収支差額          468,977 



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いーはとーぶスポーツク

 

            当期正味財産増加額          468,977 

            前期繰越正味財産額      △1,010,268 

            当期正味財産合計        △541,291 


