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全事業所 2022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）特定非営利活動法人法人Sports Club RAINBOW

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未  払  金            4,186 

   現      金          154,738   預  り  金           68,406 

   普通  預金          342,281    流動負債合計           72,592 

   定期  積金        2,000,000 負債合計           72,592 

    現金・預金 計        2,497,019 正　味　財　産　の　部

  （売上債権）  前期繰越正味財産        4,629,925 

   未  収  金          950,000  当期正味財産増減額        △525,356 

    売上債権 計          950,000 正味財産合計        4,104,569 

  （その他流動資産）  

   前払  費用          105,192  

    その他流動資産  計          105,192  

     流動資産合計        3,552,211  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   什器  備品          624,950  

    有形固定資産  計          624,950  

     固定資産合計          624,950  

資産合計        4,177,161 負債及び正味財産合計        4,177,161 



全事業所 2022年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人法人Sports Club RAINBOW

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          154,738 

      普通  預金          342,281 

      定期  積金        2,000,000 

        現金・預金 計        2,497,019 

    （売上債権）

      未  収  金          950,000 

        売上債権 計          950,000 

    （その他流動資産）

      前払  費用          105,192 

        その他流動資産  計          105,192 

          流動資産合計        3,552,211 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器  備品          624,950 

        有形固定資産  計          624,950 

          固定資産合計          624,950 

            資産合計        4,177,161 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金            4,186 

    預  り  金           68,406 

      流動負債合計           72,592 

        負債合計           72,592 

 

        正味財産        4,104,569 



特定非営利活動法人法人Sports Club RAINBOW 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          207,000 

    受取入会金          572,750 

    受取月会費          555,000        1,334,750 

  自主事業収益          769,490 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,020,000 

  受取寄付金          139,600 

  【その他収益】

    受取  利息               48 

    雑　収　益          141,003          141,051 

        経常収益  計        3,404,891 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    諸  謝  金        1,615,250 

    （その他経費）

      旅費交通費(事業)          315,140 

      保  険  料(事業)          174,453 

      雑役務費（事業）            7,590 

      借料及び損料(事業)          663,422 

      スポーツ用具費(事業)          143,449 

      消耗品  費(事業)          252,095 

        その他経費計        1,556,149 

          事業費  計        3,171,399 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          120,000 

      諸謝金（管）           75,000 

        人件費計          195,000 

    （その他経費）

      旅費交通費            2,600 

      広告宣伝費          149,548 

      研  修  費              700 

      消耗品  費          121,230 

      水道光熱費           48,456 

      通信運搬費          109,680 

      借料及び損料            3,770 

      租税  公課            1,350 

      雑      費            1,100 

      修  繕  費           70,730 

      地代  家賃           34,730 

      諸　　　費            6,000 

      新聞図書費            6,974 



特定非営利活動法人法人Sports Club RAINBOW 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      諸  会  費            5,000 

      雑役務　費            1,980 

        その他経費計          563,848 

          管理費  計          758,848 

            経常費用  計        3,930,247 

              当期経常増減額        △525,356 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額        △525,356 

          当期正味財産増減額        △525,356 

          前期繰越正味財産額        4,629,925 

          次期繰越正味財産額        4,104,569 


