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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2014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）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金          108,982 

   現　　　金           60,226   短期借入金        2,600,000 

   普通　預金           28,039    流動負債  計        2,708,982 

    現金・預金 計           88,265 負債の部合計        2,708,982 

  （売上債権） 正　味　財　産　の　部

   未　収　金        2,667,000  【正味財産】

    売上債権 計        2,667,000   前期繰越正味財産額            9,356 

  （その他流動資産）   当期正味財産増減額          150,847 

   前払　費用          113,920    正味財産　計          160,203 

    その他流動資産  計          113,920 正味財産の部合計          160,203 

     流動資産合計        2,869,185  

資産の部合計        2,869,185 負債・正味財産の部合計        2,869,185 



全事業所 2014年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           60,226 

      普通　預金           28,039 

        現金・預金 計           88,265 

    （売上債権）

      未　収　金        2,667,000 

        売上債権 計        2,667,000 

    （その他流動資産）

      前払　費用          113,920 

        その他流動資産  計          113,920 

          流動資産合計        2,869,185 

            資産の部  合計        2,869,185 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          108,982 

    短期借入金        2,600,000 

      流動負債  計        2,708,982 

        負債の部  合計        2,708,982 

 

        正味財産          160,203 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2013年10月 1日　至 2014年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    一般会員会費        3,297,730 

  【受取寄付金】

    受取協賛金          365,700 

  【受取助成金等】

    受取助成金        2,867,033 

  【その他収益】

    受取　利息               20 

        経常収益  計        6,530,483 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)        2,417,130 

      印刷製本費(事業)          308,532 

      雑役務  費(事業)        1,683,750 

      スポーツ用具購入(事業)          982,464 

      修　繕　費(事業)            4,625 

      賃  借  料(事業)           73,680 

      用具レンタル費(事業)          720,000 

      保　険　料(事業)           16,125 

      諸　会　費(事業)          119,000 

      支払手数料(事業)            3,360 

        その他経費計        6,328,666 

          事業費  計        6,328,666 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      支払手数料           50,970 

        その他経費計           50,970 

          管理費  計           50,970 

            経常費用  計        6,379,636 

              当期経常増減額          150,847 

【経常外収益】

  事業間振替収益          164,727 

    経常外収益  計          164,727 

【経常外費用】

  事業間振替支出          164,727 

    経常外費用  計          164,727 

        税引前当期正味財産増減額          150,847 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額          150,847 

          前期繰越正味財産額            9,356 



一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会 自 2013年10月 1日　至 2014年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          次期繰越正味財産額          160,203 



全事業所 自 2013年10月 1日　至 2014年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

【経常収益】

  【受取会費】

    一般会員会費        3,297,730 

  【受取寄付金】

    受取協賛金          365,700 

  【受取助成金等】

    受取助成金        2,867,033 

  【その他収益】

    受取　利息               20 

      経常収益  計        6,530,483 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      委　託　費(事業)        2,417,130 

      印刷製本費(事業)          308,532 

      雑役務  費(事業)        1,683,750 

      スポーツ用具購入(事業)          982,464 

      修　繕　費(事業)            4,625 

      賃  借  料(事業)           73,680 

      用具レンタル費(事業)          720,000 

      保　険　料(事業)           16,125 

      諸　会　費(事業)          119,000 

      支払手数料(事業)            3,360 

        その他経費計        6,328,666 

          事業費  計        6,328,666 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      支払手数料           50,970 

        その他経費計           50,970 

          管理費  計           50,970 

            経常費用  計        6,379,636 

              当期経常増減額          150,847 

【経常外収益】

  事業間振替収益          164,727 

    経常外収益  計          164,727 

【経常外費用】

  事業間振替支出          164,727 

    経常外費用  計          164,727 

 

      税引前当期正味財産増減額          150,847 

      経理区分振替額                0 

        当期正味財産増減額          150,847 



全事業所 自 2013年10月 1日　至 2014年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

        前期繰越正味財産額            9,356 

        次期繰越正味財産額          160,203 


