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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2018年12月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）和歌山マスターズ陸上競技連盟

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   流動負債  計                0 

   現　　　金           50,451 負債の部合計                0 

   普通　預金          572,149 正　味　財　産　の　部

   定期　預金          200,000  【正味財産】

    現金・預金 計          822,600   前期繰越正味財産額        1,316,671 

     流動資産合計          822,600   当期正味財産増減額        △494,071 

    正味財産　計          822,600 

 正味財産の部合計          822,600 

資産の部合計          822,600 負債・正味財産の部合計          822,600 



全事業所 2018年12月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）和歌山マスターズ陸上競技連盟

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           50,451 

      普通　預金          572,149 

        ゆうちょ　2           (6,117)

        ゆうちょ　1         (566,032)

      定期　預金          200,000 

        現金・預金 計          822,600 

          流動資産合計          822,600 

            資産の部  合計          822,600 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債  計                0 

      負債の部  合計                0 

 

        正味財産          822,600 



和歌山マスターズ陸上競技連盟 自 2018年 1月 1日　至 2018年12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          863,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          117,200 

  【事業収益】

    大会参加費        1,283,000 

  【その他収益】

    受取　利息                5 

    雑　収　益            4,500 

        経常収益  計        2,267,705 

【経常費用】

  【事業費】

    メダル．トロフィ.賞状代          180,360 

    大会参加費          163,580 

    （人件費）

    （その他経費）

      事業　支出          351,390 

      諸　謝　金          355,500 

      印刷製本費(事業)           66,970 

      会　議　費(事業)           28,580 

      通信運搬費(事業)           60,000 

      消耗品　費(事業)           12,560 

      保　険　料(事業)           48,403 

      雑　　　費(事業)           10,000 

        その他経費計          933,403 

          事業費  計        1,277,343 

  【管理費】

    日本記録トロフィ            7,500 

    プリンターインク代           50,598 

    事務用品           36,270 

    （人件費）

      アルバイト給料           81,800 

        人件費計           81,800 

    （その他経費）

      印刷製本費          432,000 

      会　議　費           29,880 

      旅費交通費           32,680 

      通信運搬費          209,507 

      消耗品　費           17,782 

      広告宣伝費           75,000 

      新聞図書費           21,000 

      保　険　料            2,338 

      諸　会　費          324,200 

      慶　弔　費           37,220 

      リース　料           43,858 



和歌山マスターズ陸上競技連盟 自 2018年 1月 1日　至 2018年12月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      雑　　　費           82,800 

        その他経費計        1,308,265 

          管理費  計        1,484,433 

            経常費用  計        2,761,776 

              当期経常増減額        △494,071 

【経常外収益】

【経常外費用】

    税引前当期正味財産増減額        △494,071 

      当期正味財産増減額        △494,071 

      前期繰越正味財産額        1,316,671 

      次期繰越正味財産額          822,600 



全事業所 自 2018年 1月 1日　至 2018年12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）和歌山マスターズ陸上競技連盟

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          863,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          117,200 

  【事業収益】

    大会参加費        1,283,000 

  【その他収益】

    受取　利息                5 

    雑　収　益            4,500 

      経常収益  計        2,267,705 

【経常費用】

  【事業費】

    メダル．トロフィ.賞状代          180,360 

    大会参加費          163,580 

    （人件費）

    （その他経費）

      事業　支出          351,390 

      諸　謝　金          355,500 

      印刷製本費(事業)           66,970 

      会　議　費(事業)           28,580 

      通信運搬費(事業)           60,000 

      消耗品　費(事業)           12,560 

      保　険　料(事業)           48,403 

      雑　　　費(事業)           10,000 

        その他経費計          933,403 

          事業費  計        1,277,343 

  【管理費】

    日本記録トロフィ            7,500 

    プリンターインク代           50,598 

    事務用品           36,270 

    （人件費）

      アルバイト給料           81,800 

        人件費計           81,800 

    （その他経費）

      印刷製本費          432,000 

      会　議　費           29,880 

      旅費交通費           32,680 

      通信運搬費          209,507 

      消耗品　費           17,782 

      広告宣伝費           75,000 

      新聞図書費           21,000 

      保　険　料            2,338 

      諸　会　費          324,200 

      慶　弔　費           37,220 

      リース　料           43,858 



全事業所 自 2018年 1月 1日　至 2018年12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）和歌山マスターズ陸上競技連盟

      雑　　　費           82,800 

        その他経費計        1,308,265 

          管理費  計        1,484,433 

            経常費用  計        2,761,776 

              当期経常増減額        △494,071 

【経常外収益】

【経常外費用】

 

  税引前当期正味財産増減額        △494,071 

    当期正味財産増減額        △494,071 

    前期繰越正味財産額        1,316,671 

    次期繰越正味財産額          822,600 


