
大阪府寝屋川市田井町29番2号

第  10　期

決　算　報　告　書

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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 278,737   前　受　金 246,000 

   普通　預金 324,357    流動負債  計 246,000 

    現金・預金 計 603,094 負債の部合計 246,000 

  （棚卸資産）

   貯　蔵　品 176,330  【正味財産】

    棚卸資産  計 176,330   前期繰越正味財産額 250,334 

     流動資産合計 779,424   当期正味財産増減額 283,090 

   正味財産　計 533,424 

正味財産の部合計 533,424 

資産の部合計 779,424 負債・正味財産の部合計 779,424 

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 令和2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 278,737 

      普通　預金 324,357 

        三菱UFJ銀行 (297,931)

        ゆうちょ銀行 (11,032)

        郵便振替口座 (15,394)

          現金・預金 計 603,094 

    （棚卸資産）

      貯　蔵　品 176,330 

        ネクタイ (120,080)

        Tシャツ (45,000)

        ストッキング (11,250)

          棚卸資産  計 176,330 

            流動資産合計 779,424 

              資産の部  合計 779,424 

  【流動負債】

    前　受　金 246,000 

      正会員会費 (216,000)

      準会員会費 (30,000)

        流動負債  計 246,000 

          負債の部  合計 246,000 

        正味財産 533,424 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

令和2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 1,323,000 

    準会員会費収入 1,552,500 

  【受取寄附金】

    寄附金収入 538,000 

  【事業収益】

    事業　収入 2,024,400 

  【その他収益】

    受取利息収入 2 

      経常収益  計 5,437,902 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 －

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 377,933 

      協会登録料(事業) 546,372 

      大会参加費(事業) 129,500 

      機動　車費(事業) 115,200 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 449,826 

      ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 102,232 

      医薬　品費(事業) 7,118 

      物　品　費(事業) 159,676 

      練習用具備品費(事業) 511,067 

      ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 60,000 

      豚汁制作費(事業) －

      地代　家賃(事業) 156,000 

      懇親　会費(事業) 110,403 

      合宿諸経費(事業) 1,647,056 

      ｾﾐﾅｰ参加費(事業) 7,000 

      旅費交通費(事業) －

      慶　弔　費(事業) 6,800 

      印刷　経費(事業) 88,776 

      卒業記念品費(事業) 186,150 

      もちつき経費(事業) 47,006 

      雑　　　費(事業) 2,850 

        その他経費計 4,710,965 

          事業費  計 4,710,965 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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31年 4月 1日  至 令和2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 40,618 

      懇親　会費 18,000 

      会　議　費 600 

      事務用消耗品費 16,969 

      備品消耗品費 111,255 

      印刷　経費 15,967 

      租税　公課 1,700 

      諸　会　費 16,000 

      慶　弔　費 －

      支払手数料 216,000 

      雑　　　費 6,738 

        その他経費計 443,847 

          管理費  計 443,847 

            経常費用  計 5,154,812 

              当期経常増減額 283,090 

【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 283,090 

    経理区分振替額 －

      当期正味財産増減額 283,090 

      前期繰越正味財産額 250,334 

      次期繰越正味財産額 533,424 



[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 333,500 

      経常収益  計 333,500 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 230,925 

      協会登録料(事業) 327,206 

      大会参加費(事業) 60,000 

      機動　車費(事業) 57,600 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 127,800 

      医薬　品費(事業) 3,559 

      物　品　費(事業) 68,740 

      練習用具備品費(事業) 164,767 

      ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 60,000 

      地代　家賃(事業) 78,000 

      懇親　会費(事業) 78,803 

      合宿諸経費(事業) 262,770 

      慶　弔　費(事業) 6,800 

      印刷　経費(事業) 44,388 

      もちつき経費(事業) 23,503 

        その他経費計 1,594,861 

          事業費  計 1,594,861 

  【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 1,594,861 

            当期経常増減額 △ 1,261,361 

【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 △ 1,261,361 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 1,261,361 

      前期繰越正味財産額 △ 12,210,157 

      次期繰越正味財産額 △ 13,471,518 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 1,325,000 

      経常収益  計 1,325,000 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 147,008 

      協会登録料(事業) 219,166 

      大会参加費(事業) 69,500 

      機動　車費(事業) 57,600 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 127,800 

      医薬　品費(事業) 3,559 

      物　品　費(事業) 90,936 

      練習用具備品費(事業) 346,300 

      地代　家賃(事業) 78,000 

      懇親　会費(事業) 31,600 

      合宿諸経費(事業) 1,384,286 

      ｾﾐﾅｰ参加費(事業) 7,000 

      印刷　経費(事業) 44,388 

      卒業記念品費(事業) 186,150 

      もちつき経費(事業) 23,503 

      雑　　　費(事業) 2,850 

        その他経費計 2,819,646 

          事業費  計 2,819,646 

  【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 2,819,646 

            当期経常増減額 △ 1,494,646 

【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 △ 1,494,646 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 1,494,646 

      前期繰越正味財産額 △ 9,963,474 

      次期繰越正味財産額 △ 11,458,120 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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大会の企画・運営

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 63,500 

      経常収益  計 63,500 

【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) 102,232 

        その他経費計 102,232 

          事業費  計 102,232 

  【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 102,232 

            当期経常増減額 △ 38,732 

【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 △ 38,732 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 38,732 

      前期繰越正味財産額 △ 280,708 

      次期繰越正味財産額 △ 319,440 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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 292,400 

      経常収益  計 292,400 

【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) 194,226 

        その他経費計 194,226 

          事業費  計 194,226 

  【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 194,226 

            当期経常増減額 98,174 

【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 98,174 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 98,174 

      前期繰越正味財産額 789,559 

      次期繰越正味財産額 887,733 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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 1,323,000 

    準会員会費収入 1,552,500 

  【受取寄附金】

    寄附金収入 538,000 

  【事業収入】

    事業　収入 10,000 

  【その他収益】

    受取利息収入 2 

      経常収益  計 3,423,502 

【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 40,618 

      懇親　会費 18,000 

      会　議　費 600 

      事務用消耗品費 16,969 

      備品消耗品費 111,255 

      印刷　経費 15,967 

      租税　公課 1,700 

      諸　会　費 16,000 

      支払手数料 216,000 

      雑　　　費 6,738 

        その他経費計 443,847 

          管理費  計 443,847 

            経常費用  計 443,847 

              当期経常増減額 2,979,655 

【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 2,979,655 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 2,979,655 

      前期繰越正味財産額 21,915,114 

      次期繰越正味財産額 24,894,769 

特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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
令和2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) 230,925 147,008 377,933 

  協会登録料(事業) 327,206 219,166 546,372 

  大会参加費(事業) 60,000 69,500 129,500 

  機動　車費(事業) 57,600 57,600 115,200 

  ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 127,800 127,800 194,226 449,826 

  ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 102,232 102,232 

  医薬　品費(事業) 3,559 3,559 7,118 

  物　品　費(事業) 68,740 90,936 159,676 

  練習用具備品費(事業) 164,767 346,300 511,067 

  ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 60,000 60,000 

  豚汁制作費(事業) 0 

  地代　家賃(事業) 78,000 78,000 156,000 

  懇親　会費(事業) 78,803 31,600 110,403 

  合宿諸経費(事業) 262,770 1,384,286 1,647,056 

  ｾﾐﾅｰ参加費(事業) 7,000 7,000 

  旅費交通費(事業)  0 

  慶　弔　費(事業) 6,800 6,800 

  印刷　経費(事業) 44,388 44,388 88,776 

  卒業記念品費(事業) 186,150 186,150 

  もちつき経費(事業) 23,503 23,503 47,006 

  雑　　　費(事業) 2,850 2,850 

    その他経費計 － 1,594,861 2,819,646 102,232 194,226 4,710,965 

      合計 － 1,594,861 2,819,646 102,232 194,226 4,710,965 

事業費の内訳（別紙）
令和2年 3月31日 現在

その他の事業


