
[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通  預金 1,967,722 
        北國銀行本店営業部 (1,963,215)
        ろうきん (4,507)
        現金・預金 計 1,967,722 
    （その他流動資産）
      立  替  金 6,850 
        その他流動資産  計 6,850 
          流動資産合計 1,974,572 
            資産の部  合計 1,974,572 

  【流動負債】
    未  払  金 21,604 
    前  受  金 15,000 
    預  り  金 42,558 
      社会保険料 (42,558)
      流動負債  計 79,162 
        負債の部  合計 79,162 

  【正味財産】
    正味  財産 1,895,410 
    (うち当期正味財産増加額) 1,150,110 
      正味財産　計 1,895,410 
        正味財産の部  合計 1,895,410 
          負債・正味財産合計 1,974,572 

スペシャルオリンピックス日本・石川
2017年12月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》



[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      会費収入 1,106,000 
      寄付金収入 4,304,102 
        会費・寄付金収入 5,410,102 
      チャリティ収入 680,163 
      負担金収入 287,300 
      広報啓発事業収入 17,620 
      雑収入 12,354 
        事業収入 997,437 
          経常収入  計 6,407,539 
    【事業費】
      ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費 159,814 
      競技会費 422,510 
      大会参加費 13,130 
      ﾅｼｮﾅﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ費 48,550 
      ｺｰﾁ研修費 60,119 
      専門委員会費 2,000 
      行事費 700,386 
      広報・啓発・普及事業費 1,014,151 
      給料手当(事業) 955,152 
      福利厚生費(事業) 96,916 
        当期事業費 計 3,472,728 
          合  計 3,472,728 
            事業費  計 3,472,728 
    【管理費】
      給料手当 636,768 
      福利厚生費 64,611 
      会  議  費 110,475 
      旅費交通費 231,806 
      消耗什器備品費 862 
      水道光熱費 55,179 
      賃　借　料 674,400 
      雑      費 10,000 
      租税  公課 600 
        管理費  計 1,784,701 
          経常収支差額 1,150,110 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 0 
    【その他資金支出】
      その他資金支出  計 0 
        当期収支差額 1,150,110 
        前期繰越収支差額 745,300 
        次期繰越収支差額 1,895,410 

  【正味財産増加の部】
    当期収支差額 1,150,110 
  【正味財産減少の部】
    当期正味財産増加額 1,150,110 
    前期繰越正味財産額 745,300 
    当期正味財産合計 1,895,410 

スペシャルオリンピックス日本・石川
自 2017年 1月 1日  至 2017年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》

《正味財産増減の部》



[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      会費収入 1,106,000 
      寄付金収入 4,304,102 
        会費・寄付金収入 5,410,102 
      チャリティ収入 680,163 
      負担金収入 287,300 
      広報啓発事業収入 17,620 
      雑収入 12,354 
        事業収入 997,437 
          経常収入  計 6,407,539 
    【事業費】
      ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ費 159,814 
      競技会費 422,510 
      大会参加費 13,130 
      ﾅｼｮﾅﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ費 48,550 
      ｺｰﾁ研修費 60,119 
      専門委員会費 2,000 
      行事費 700,386 
      広報・啓発・普及事業費 1,014,151 
      給料手当(事業) 955,152 
      福利厚生費(事業) 96,916 
        当期事業費 計 3,472,728 
          合  計 3,472,728 
            事業費  計 3,472,728 
    【管理費】
      給料手当 636,768 
      福利厚生費 64,611 
      会  議  費 110,475 
      旅費交通費 231,806 
      消耗什器備品費 862 
      水道光熱費 55,179 
      賃　借　料 674,400 
      雑      費 10,000 
      租税  公課 600 
        管理費  計 1,784,701 
          経常収支差額 1,150,110 

            当期正味財産増加額 1,150,110 
            前期繰越正味財産額 745,300 
            当期正味財産合計 1,895,410 

スペシャルオリンピックス日本・石川
自 2017年 1月 1日  至 2017年12月31日

その他の事業会計損益計算書

《経常収支の部》



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通  預金 1,967,722 
        北國銀行本店営業部 (1,963,215)
        ろうきん (4,507)
        現金・預金 計 1,967,722 
    （その他流動資産）
      立  替  金 6,850 
        その他流動資産  計 6,850 
          流動資産合計 1,974,572 
            資産の部  合計 1,974,572 

  【流動負債】
    未  払  金 21,604 
    前  受  金 15,000 
    預  り  金 42,558 
      社会保険料 (42,558)
      流動負債  計 79,162 
        負債の部  合計 79,162 

        正味財産 1,895,410 

スペシャルオリンピックス日本・石川
2017年12月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

《負債の部》


