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自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人　松濤館流拳心会

神奈川県大和市中央林間６－５－４－８０５

決　算　報　告　書



平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）一般社団法人　松濤館流拳心会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通  預金        5,673,523 

        現金・預金 計        5,673,523 

          流動資産合計        5,673,523 

            資産合計        5,673,523 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        6,014,739 

  当期正味財産増減額        △341,216 

    正味財産合計        5,673,523 

      負債及び正味財産合計        5,673,523 



平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）一般社団法人　松濤館流拳心会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通  預金        5,673,523 

        現金・預金 計        5,673,523 

          流動資産合計        5,673,523 

            資産合計        5,673,523 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産        5,673,523 



一般社団法人　松濤館流拳心会 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    還付金           43,000 

    支部年会費          140,000          183,000 

  【事業収益】

    本部段位受審費           15,000 

    段級登録費          722,000          737,000 

  大会寄付金           10,000 

  大会広告協賛費          110,000 

  大会参加費          564,000 

  【その他収益】

    受取  利息               52 

        経常収益  計        1,604,052 

【経常費用】

  【事業費】

    大会記念品           94,500 

    大会施設費           88,600 

    大会消耗品費          165,799 

    大会会議費           12,589 

    大会謝金          190,000 

    大会諸経費           57,000 

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)          136,500 

      支払手数料(事業)              972 

        その他経費計          137,472 

          事業費  計          745,960 

  【管理費】

    （人件費）

      福利厚生費           48,600 

        人件費計           48,600 

    （その他経費）

      会  議  費            5,694 

      通信運搬費           10,968 

      消耗品  費          175,874 

      広告宣伝費          843,000 

      接待交際費           28,800 

      支払手数料            5,292 

      雑      費            1,080 

      事務局費           80,000 

        その他経費計        1,150,708 

          管理費  計        1,199,308 

            経常費用  計        1,945,268 

              当期経常増減額        △341,216 

【経常外収益】



一般社団法人　松濤館流拳心会 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常外費用】

    税引前当期正味財産増減額        △341,216 

      当期正味財産増減額        △341,216 

      前期繰越正味財産額        6,014,739 

      次期繰越正味財産額        5,673,523 



自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）一般社団法人　松濤館流拳心会

【経常収益】

  【受取会費】

    還付金           43,000 

    支部年会費          140,000 

  【事業収益】

    本部段位受審費           15,000 

    段級登録費          722,000 

  大会寄付金           10,000 

  大会広告協賛費          110,000 

  大会参加費          564,000 

  【その他収益】

    受取  利息               52 

        経常収益  計        1,604,052 

【経常費用】

  【事業費】

    大会記念品           94,500 

    大会施設費           88,600 

    大会消耗品費          165,799 

    大会会議費           12,589 

    大会謝金          190,000 

    大会諸経費           57,000 

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)          136,500 

      支払手数料(事業)              972 

        その他経費計          137,472 

          事業費  計          745,960 

  【管理費】

    （人件費）

      福利厚生費           48,600 

        人件費計           48,600 

    （その他経費）

      会  議  費            5,694 

      通信運搬費           10,968 

      消耗品  費          175,874 

      広告宣伝費          843,000 

      接待交際費           28,800 

      支払手数料            5,292 

      雑      費            1,080 

      事務局費           80,000 

        その他経費計        1,150,708 

          管理費  計        1,199,308 

            経常費用  計        1,945,268 

              当期経常増減額        △341,216 

【経常外収益】



自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）一般社団法人　松濤館流拳心会

【経常外費用】

 

  税引前当期正味財産増減額        △341,216 

    当期正味財産増減額        △341,216 

    前期繰越正味財産額        6,014,739 

    次期繰越正味財産額        5,673,523 


