
大阪府寝屋川市田井町29番2号

第  9　期

決　算　報　告　書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】

  （現金・預金）  【流動負債】

   現　　　金 1,922,112   前　受　金 1,920,000 

   普通　預金 41,079    流動負債  計 1,920,000 

    現金・預金 計 1,963,191 負債の部合計 1,920,000 

  （棚卸資産）

   貯　蔵　品 186,100  【正味財産】

    棚卸資産  計 186,100   前期繰越正味財産額 342,270 

  （その他流動資産）   当期正味財産増減額 △ 91,936 

   前払　費用 21,043    正味財産　計 250,334 

    その他流動資産  計 21,043 正味財産の部合計 250,334 

     流動資産合計 2,170,334 

資産の部合計 2,170,334 負債・正味財産の部合計 2,170,334 

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31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

負　債　の　部



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 1,922,112 

      普通　預金 41,079 

        三菱UFJ銀行 (21,551)

        ゆうちょ銀行 (11,032)

        郵便振替口座 (8,496)

          現金・預金 計 1,963,191 

    （棚卸資産）

      貯　蔵　品 186,100 

        ネクタイ (150,100)

        Tシャツ (13,500)

        ストッキング (22,500)

          棚卸資産  計 186,100 

    （その他流動資産）

      前払　費用 21,043 

        保険料 (21,043)

          その他流動資産  計 21,043 

            流動資産合計 2,170,334 

              資産の部  合計 2,170,334 

  【流動負債】

    前　受　金 1,920,000 

      正会員会費 (672,000)

      準会員会費 (1,248,000)

        流動負債  計 1,920,000 

          負債の部  合計 1,920,000 

        正味財産 250,334 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

平成31年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

全事業所

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員会費収入 1,225,000 

    準会員会費収入 1,386,500 

  【受取寄附金】

    寄附金収入 478,000 

  【事業収益】

    事業　収入 2,160,225 

  【その他収益】

    受取利息収入 2 

      経常収益  計 5,249,727 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 －

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 332,033 

      協会登録料(事業) 508,243 

      大会参加費(事業) 213,100 

      機動　車費(事業) 64,279 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 444,119 

      ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 117,491 

      医薬　品費(事業) 16,620 

      物　品　費(事業) 304,955 

      練習用具備品費(事業) 403,632 

      ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 64,500 

      豚汁制作費(事業) 46,074 

      地代　家賃(事業) 156,000 

      懇親　会費(事業) 39,000 

      合宿諸経費(事業) 1,573,105 

      旅費交通費(事業) 175,480 

      慶　弔　費(事業) 40,000 

      印刷　経費(事業) 2,071 

      卒業記念品費(事業) 354,750 

      もちつき経費(事業) 42,839 

      雑　　　費(事業) 18,757 

        その他経費計 4,917,048 

          事業費  計 4,917,048 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

全事業所

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 －

    （その他経費）

      通　信　費 20,778 

      懇親　会費 18,000 

      事務用消耗品費 29,710 

      備品消耗品費 10,500 

      印刷　経費 99,737 

      諸　会　費 16,000 

      慶　弔　費 6,292 

      支払手数料 216,000 

      雑　　　費 7,598 

        その他経費計 424,615 

          管理費  計 424,615 

            経常費用  計 5,341,663 

              当期経常増減額 △ 91,936 

【経常外収益】

  経常外収益  計 －

【経常外費用】

  経常外費用  計 －

    税引前当期正味財産増減額 △ 91,936 

    経理区分振替額 －

      当期正味財産増減額 △ 91,936 

      前期繰越正味財産額 342,270 

      次期繰越正味財産額 250,334 



[税込]（単位：円）

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ愛好者の活動支援

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 512,825 

      経常収益  計 512,825 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 218,012 

      協会登録料(事業) 349,858 

      大会参加費(事業) 157,000 

      機動　車費(事業) 32,139 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 128,000 

      医薬　品費(事業) 13,063 

      物　品　費(事業) 303,602 

      練習用具備品費(事業) 158,904 

      ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 63,500 

      地代　家賃(事業) 78,000 

      懇親　会費(事業) 4,000 

      合宿諸経費(事業) 305,621 

      慶　弔　費(事業) 40,000 

      印刷　経費(事業) 775 

      もちつき経費(事業) 21,419 

        その他経費計 1,873,893 

          事業費  計 1,873,893 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      その他経費計 　　　　　　　　－

        管理費  計 　　　　　　　　－

          経常費用  計 1,873,893 

            当期経常増減額 △ 1,361,068 

【経常外収益】

  経常外収益  計 　　　　　　　　－

【経常外費用】

  経常外費用  計 　　　　　　　　－

    税引前当期正味財産増減額 △ 1,361,068 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 1,361,068 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ愛好者の活動支援

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書

      前期繰越正味財産額 △ 10,849,089 

      次期繰越正味財産額 △ 12,210,157 



[税込]（単位：円）

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙの運営事業

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 1,265,000 

      経常収益  計 1,265,000 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 114,021 

      協会登録料(事業) 158,385 

      大会参加費(事業) 56,100 

      機動　車費(事業) 32,140 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 123,000 

      医薬　品費(事業) 3,557 

      物　品　費(事業) 1,353 

      練習用具備品費(事業) 244,728 

      レフリー派遣料(事業) 1,000 

      地代　家賃(事業) 78,000 

      懇親　会費(事業) 35,000 

      合宿諸経費(事業) 1,267,484 

      旅費交通費(事業) 175,480 

      印刷　経費(事業) 1,296 

      卒業記念品費(事業) 354,750 

      もちつき経費(事業) 21,420 

      雑　　　費(事業) 13,712 

        その他経費計 2,681,426 

          事業費  計 2,681,426 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      その他経費計 　　　　　　　　－

        管理費  計 　　　　　　　　－

          経常費用  計 2,681,426 

            当期経常増減額 △ 1,416,426 

【経常外収益】

  経常外収益  計 　　　　　　　　－

【経常外費用】

  経常外費用  計 　　　　　　　　－

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｽｸｰﾙの運営事業

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書

    税引前当期正味財産増減額 △ 1,416,426 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 1,416,426 

      前期繰越正味財産額 △ 8,547,048 

      次期繰越正味財産額 △ 9,963,474 



[税込]（単位：円）

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会の企画・運営

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 97,000 

      経常収益  計 97,000 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 117,491 

      豚汁制作費(事業) 46,074 

        その他経費計 163,565 

          事業費  計 163,565 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      その他経費計 　　　　　　　　－

        管理費  計 　　　　　　　　－

          経常費用  計 163,565 

            当期経常増減額 △ 66,565 

【経常外収益】

  経常外収益  計 　　　　　　　　－

【経常外費用】

  経常外費用  計 　　　　　　　　－

    税引前当期正味財産増減額 △ 66,565 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 66,565 

      前期繰越正味財産額 △ 214,143 

      次期繰越正味財産額 △ 280,708 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

地域貢献のためﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への参加

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 285,400 

      経常収益  計 285,400 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 193,119 

      雑　　　費(事業) 5,045 

        その他経費計 198,164 

          事業費  計 198,164 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      その他経費計 　　　　　　　　－

        管理費  計 　　　　　　　　－

          経常費用  計 198,164 

            当期経常増減額 87,236 

【経常外収益】

  経常外収益  計 　　　　　　　　－

【経常外費用】

  経常外費用  計 　　　　　　　　－

    税引前当期正味財産増減額 87,236 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 87,236 

      前期繰越正味財産額 702,323 

      次期繰越正味財産額 789,559 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

管　理

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員会費収入 1,225,000 

    準会員会費収入 1,386,500 

  【受取寄附金】

    寄附金収入 478,000 

  【その他収益】

    受取利息収入 2 

      経常収益  計 3,089,502 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

        その他経費計 　　　　　　　　－

          事業費  計 　　　　　　　　－

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      通　信　費 20,778 

      懇親　会費 18,000 

      事務用消耗品費 29,710 

      備品消耗品費 10,500 

      印刷　経費 99,737 

      諸　会　費 16,000 

      慶　弔　費 6,292 

      支払手数料 216,000 

      雑　　　費 7,598 

        その他経費計 424,615 

          管理費  計 424,615 

            経常費用  計 424,615 

              当期経常増減額 2,664,887 

【経常外収益】

  経常外収益  計 　　　　　　　　－

【経常外費用】

  経常外費用  計 　　　　　　　　－

    税引前当期正味財産増減額 2,664,887 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 2,664,887 

      前期繰越正味財産額 19,250,227 

      次期繰越正味財産額 21,915,114 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

【重要な会計方針】

　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人

会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

　事業費の区分は別紙の通りです。

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らか

にするために必要な事項】

・部門間での事業費の按分割合

　下記科目の共通経費については、従事割合（活動支援事業50％、運営事業50％）に基づき按分しています。

　保険料・機動車費・グランド整備費・医薬品費・物品費・練習用具備品費・地代家賃・印刷経費・

もちつき経費

　

財務諸表の注記
平成31年 3月31日 現在



特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

[税込]（単位：円）

科目 合計

管　理
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ愛好者の活

動支援

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙｽｸｰﾙの運営

事業

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ大会の企
画・運営

地域貢献のた
めﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活
動への参加

（人件費）

  人件費計 － － － － － －

（その他経費）

  保　険　料(事業) 218,012 114,021 332,033 

  協会登録料(事業) 349,858 158,385 508,243 

  大会参加費(事業) 157,000 56,100 213,100 

  機動　車費(事業) 32,139 32,140 64,279 

  ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 128,000 123,000 193,119 444,119 

  ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 117,491 117,491 

  医薬　品費(事業) 13,063 3,557 16,620 

  物　品　費(事業) 303,602 1,353 304,955 

  練習用具備品費(事業) 158,904 244,728 403,632 

  ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 63,500 1,000 64,500 

  豚汁制作費(事業) 46,074 46,074 

  地代　家賃(事業) 78,000 78,000 156,000 

  懇親　会費(事業) 4,000 35,000 39,000 

  合宿諸経費(事業) 305,621 1,267,484 1,573,105 

  旅費交通費(事業)  175,480 175,480 

  慶　弔　費(事業) 40,000 40,000 

  印刷　経費(事業) 775 1,296 2,071 

  卒業記念品費(事業) 354,750 354,750 

  もちつき経費(事業) 21,419 21,420 42,839 

  雑　　　費(事業) 13,712 5,045 18,757 

    その他経費計 － 1,873,893 2,681,426 163,565 198,164 4,917,048 

      合計 － 1,873,893 2,681,426 163,565 198,164 4,917,048 

事業費の内訳（別紙）
平成31年 3月31日 現在

その他の事業


