
第  6  期

決　算　報　告　書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

認定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】  【流動負債】

  （現金・預金）   前　受　金 648,000 

   現　　　金 189,413    流動負債  計 648,000 

   普通　預金 1,265,034 負債の部合計 648,000 

    現金・預金 計 1,454,447 

  （棚卸資産）  【正味財産】

   貯　蔵　品 267,148   前期繰越正味財産額 3,090,396 

    棚卸資産 計 267,148   当期正味財産増減額 △ 2,016,801 

     流動資産合計 1,721,595    正味財産　計 1,073,595 

正味財産の部合計 1,073,595 

資産の部合計 1,721,595 負債・正味財産の部合計 1,721,595 

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28年 3月31日 現在

認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 189,413 

      普通　預金 1,265,034 

        三菱東京UFJ銀行 (944,787)

        ゆうちょ銀行 (310,931)

        郵便振替口座 (9,316)

        現金・預金 計 1,454,447 

    （棚卸資産）

      貯　蔵　品 267,148 

      　ネクタイ (222,148)

　　　　Tシャツ (45,000)

          棚卸資産合計 267,148 

　　　　　流動資産合計 1,721,595 

            資産の部  合計 1,721,595 

  【流動負債】

      前　受　金 648,000 

        正会員会費 (252,000)

        準会員会費 (396,000)

          流動負債  計 648,000 

            負債の部  合計 648,000 

        正味財産 1,073,595 

《負債の部》

認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

平成28年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》



[税込]（単位：円）

全事業所

【経常収益】

  【受取会費】

    準会員会費収入 888,500 

    正会員会費収入 1,090,000 

  【受取寄附金】

    寄附金収入 799,000 

  【受取助成金等】

    補助金収入 60,000 

  【事業収益】

    事業　収入 1,493,400 

  【その他収益】

    受取利息収入 666 

    40周年記念事業収入 192,000 

      経常収益  計 4,523,566 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 386,786 

      協会登録料(事業) 423,997 

      大会参加費(事業) 184,000 

      機動　車費(事業) 147,912 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 258,688 

      ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 88,042 

      医薬　品費(事業) 3,810 

      物　品　費(事業) 513,447 

      練習用具備品費(事業) 461,600 

      ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 60,500 

      豚汁制作費(事業) 33,027 

      地代　家賃(事業) 156,000 

      懇親　会費(事業) 11,250 

      合宿諸経費(事業) 1,179,098 

      慶　弔　費(事業) 13,600 

      印刷　経費(事業) 101,829 

      卒業記念品費(事業) 201,321 

      もちつき経費(事業) 72,665 

      雑　　　費(事業) 46,823 

        その他経費計 4,344,395 

          事業費  計 4,344,395 

  【管理費】

活　動　計　算　書

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ



[税込]（単位：円）

全事業所

活　動　計　算　書

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日

認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－

    （その他経費）

      日　　　当 10,000 

      通　信　費 54,160 

      懇親　会費 18,000 

      事務用消耗品費 8,161 

      備品消耗品費 42,740 

      印刷　経費 19,055 

      租税　公課 1,200 

      諸　会　費 16,000 

      支払手数料 216,000 

      40周年記念事業費 1,803,908 

      雑　　　費 6,748 

        その他経費計 2,195,972 

          管理費  計 2,195,972 

            経常費用  計 6,540,367 

              当期経常増減額 △ 2,016,801 

【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 △ 2,016,801 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 2,016,801 

      前期繰越正味財産額 3,090,396 

      次期繰越正味財産額 1,073,595 



[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 241,500 

      経常収益  計 241,500 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　　－ 

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 256,302 

      協会登録料(事業) 280,979 

      大会参加費(事業) 97,500 

      機動　車費(事業) 73,956 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 74,700 

      医薬　品費(事業) 1,905 

      物　品　費(事業) 359,524 

      練習用具備品費(事業) 344,300 

      ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 60,500 

      地代　家賃(事業) 78,000 

      懇親　会費(事業) 5,750 

      合宿諸経費(事業) 459,848 

      慶　弔　費(事業) 13,600 

      印刷　経費(事業) 49,745 

      もちつき経費(事業) 36,332 

      雑　　　費(事業) 28,804 

        その他経費計 2,221,745 

          事業費  計 2,221,745 

  【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 2,221,745 

            当期経常増減額 △ 1,980,245 

【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 △ 1,980,245 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－ 

      当期正味財産増減額 △ 1,980,245 

      前期繰越正味財産額 △ 5,949,106 

      次期繰越正味財産額 △ 7,929,351 

活　動　計　算　書
認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日



[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 934,500 

      経常収益  計 934,500 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計 　　　　　　　－

    （その他経費）

      保　険　料(事業) 130,484 

      協会登録料(事業) 143,018 

      大会参加費(事業) 86,500 

      機動　車費(事業) 73,956 

      ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 74,700 

      医薬　品費(事業) 1,905 

      物　品　費(事業) 153,923 

      練習用具備品費(事業) 117,300 

      地代　家賃(事業) 78,000 

      懇親　会費(事業) 5,500 

      合宿諸経費(事業) 719,250 

      印刷　経費(事業) 52,084 

      卒業記念品費(事業) 201,321 

      もちつき経費(事業) 36,333 

      雑　　　費(事業) 18,019 

        その他経費計 1,892,293 

          事業費  計 1,892,293 

  【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 1,892,293 

            当期経常増減額 △ 957,793 

【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 △ 957,793 

    経理区分振替額 　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 957,793 

      前期繰越正味財産額 △ 5,079,270 

      次期繰越正味財産額 △ 6,037,063 

活　動　計　算　書
認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日



[税込]（単位：円）

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会の企画・運営及び協力

【経常収益】

  【事業収益】

    事業　収入 70,000 

      経常収益  計 70,000 

【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) 88,042 

      豚汁制作費(事業) 33,027 

        その他経費計 121,069 

          事業費  計 121,069 

  【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 121,069 

            当期経常増減額 △ 51,069 

【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 △ 51,069 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 △ 51,069 

      前期繰越正味財産額 △ 123,631 

      次期繰越正味財産額 △ 174,700 

活　動　計　算　書
認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日



[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 247,400 

      経常収益  計 247,400 

【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) 109,288 

        その他経費計 109,288 

          事業費  計 109,288 

  【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 109,288 

            当期経常増減額 138,112 

【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 138,112 

    経理区分振替額 　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 138,112 

      前期繰越正味財産額 448,496 

      次期繰越正味財産額 586,608 

活　動　計　算　書
認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日



[税込]（単位：円）

管　理

【経常収益】

  【受取会費】

    準会員会費収入 888,500 

    正会員会費収入 1,090,000 

  【受取寄附金】

    寄附金収入 799,000 

  【受取助成金等】

    補助金収入 60,000 

  【その他収益】

    受取利息収入 666 

    40周年記念事業収入 192,000 

      経常収益  計 3,030,166 

【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）

      日　　　当 10,000 

      通　信　費 54,160 

      事務用消耗品費 18,000 

      備品消耗品費 8,161 

      新聞図書費 42,740 

      印刷　経費 19,055 

      租税　公課 1,200 

      諸　会　費 16,000 

      支払手数料 216,000 

      40周年記念事業費 1,803,908 

      雑　　　費 6,748 

        その他経費計 2,195,972 

          管理費  計 2,195,972 

            経常費用  計 2,195,972 

              当期経常増減額 834,194 

【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 834,194 

    経理区分振替額 　　　　　　　　－

      当期正味財産増減額 834,194 

      前期繰越正味財産額 13,793,907 

      次期繰越正味財産額 14,628,101 

活　動　計　算　書
認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

自 平成27年 4月 1日  至 平成28年 3月31日



認定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とおりです。

【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。

 

　

財務諸表の注記
平成28年 3月31日 現在

　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・もちつき経費・雑費



認定特定非営利活動法人　寝屋川ラグビークラブ

[税込]（単位：円）

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

（人件費）
  人件費計 － － － － － －
（その他経費）
  保　険　料(事業) 256,302 130,484 386,786 
  協会登録料(事業) 280,979 143,018 423,997 
  大会参加費(事業) 97,500 86,500 184,000 
  機動　車費(事業) 73,956 73,956 147,912 
  ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備費(事業) 74,700 74,700 109,288 258,688 
  ｲﾍﾞﾝﾄ開催費(事業) 88,042 88,042 
  医薬　品費(事業) 1,905 1,905 3,810 
  物　品　費(事業) 359,524 153,923 513,447 
  練習用具備品費(事業) 344,300 117,300 461,600 
  ﾚﾌﾘｰ派遣料(事業) 60,500 60,500 
  豚汁制作費(事業) 33,027 33,027 
  地代　家賃(事業) 78,000 78,000 156,000 
  懇親　会費(事業) 5,750 5,500 11,250 
  合宿諸経費(事業) 459,848 719,250 1,179,098 
  慶　弔　費(事業) 13,600 13,600 
  印刷　経費(事業) 49,745 52,084 101,829 
  卒業記念品費(事業) 201,321 201,321 
  もちつき経費(事業) 36,332 36,333 72,665 
  雑　　　費(事業) 28,804 18,019 46,823 
  その他経費計 － 2,221,745 1,892,293 121,069 109,288 4,344,395 

    合計 － 2,221,745 1,892,293 121,069 109,288 4,344,395 

事業費の内訳（別紙）
平成28年 3月31日 現在

その他の事業

合計科目


