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 特定非営利活動促進法第 29 条（同法第 52 条第１項（同法第 62 条において準用する場合

を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、前事業年度の事

業報告書等を提出します。 

 

 



1 事業の成果

2 事業の実施に関する事項

（１） 特定非営利活動に係る事業

①

②

平成２５年度の事業報告書

特定非営利活動法人つけちスポーツクラブ

　付知地域の自主自立の精神を重視し、各競技の支援体制を拡充するとともに、住民参加型の

スポーツ事業を手がけ、スポーツ人口拡大を図った。

　目的に添って高齢者参加型事業・園児参加型事業を開催しクラブの理念でもある

｢スポーツで地域と子どもを元気にしよう！｣の成果も得られた。

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者数
受益対象者の範
囲及び人数

支出額
（千円）

各種スポーツ教室、
スポーツイベントの開
催事業

スポーツ教室、体験会、ハ
イキング、スポーツ大会の開
催

4月～3月 付知町内 1,393人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者  市民

5,981
　13,694人

地域スポーツクラブの
創設・育成事業

遠征交流会、養成講習会
4月～3月 付知町内 3,200人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者

③ 社会奉仕の体験事業 町内花植え作業 6月 付知町内 5人

30,007人
1,824

50人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者  市民

0

④

⑤

⑥

（２）

50人

スポーツ活動に関す
る人材の育成事業

講習会、研修会 4月～3月 付知町内 　102人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者

スポーツ施設等の管
理運営事業

指定管理事業
河川公園維持管理事業 4月～3月 付知町内 820人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者  市民　 一般

　262人
92

健康とスポーツに関
する個人や団体の交
流機会提供事業

交流会・交流大会 8月 東白川 3人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者  市民

51,000人
19,044

⑦ その他、クラブの目的
を達成するために必
要な事業

他のスポーツクラブやＮＰＯ
との協議会、説明会ほか

4月～3月
付知町内

ほか
県内外

587人

30人
4

3,349人

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ関係
者  市民

3,827

その他の活動に係る事業

定款の事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者数
受益対象者の範
囲及び人数

支出額
（千円）



(単位：円)

備 考

Ⅰ 【経常収益】 　
１． 受取会費

280,000
2,064,000 2,344,000

２． 受取補助金等  
スポーツ振興くじ助成金 3,216,000

50,000
198,000
200,000
30,000
200,000
436,000
39,790 4,369,790

３． 受取負担金 　
488,373 488,373

４． 受取寄付金 　
受取寄付金 1,191,247 1,191,247

５． 受取維持管理協力金 　
　 自動車維持管理協力金 1,035,951 1,035,951

６． 受取事務委託金

受取事務委託金 1,028,180 1,028,180
７． 受取費用弁償

レンタカー借り上げ料 126,942 126,942
雑収入

329
198,940
488,960
323,574 1,011,803

８． 指定管理事業収入　 　
指定管理事業収入　 17,227,652 17,227,652

９． 管理委託事業収入 　
管理委託事業収入 2,135,611 2,135,611

経常収益計（Ａ） 30,959,549

備 考

Ⅱ 【経常費用】

事業費

① 各種スポーツ教室、スポーツイベントの開催事業

（１）

給料手当 1,956,000
法定福利費 0
人件費計 1,956,000

（２） その他経費

諸謝金 2,070,318 　
報償費 11,000
旅費 37,740
消耗品費 350,651
食料費 23,834
燃料費 16,585
通信運搬費 8,760
保険料 32,100
手数料 2,940
雑役務費 117,839
負担金補助及び交付金 20,700
備品購入費 1,248,039
使用料及び賃借料 84,510
その他の経費計 4,025,016

その他助成金

特定非営利活動法人つけちスポーツクラブ

活動計算書
　　　　平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科 目 予算額

正会員受取会費

利用会員受取会費

付知中学校ＰＴＡ助成金

付知町スポーツ少年団助成金

クラブ運営バックアップ事業

青少年健全育成推進市民会議助成金

岐阜県障害者スポーツ協会

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

事業参加費

受取利息

雑収入

資源回収収入

その他

予算額

人件費

科 目



(単位：円)

活動計算書
　　　　平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

備 考

各種スポーツ教室、スポーツイベントの開催事業費計 5,981,016
② 地域スポーツクラブの創設・育成事業

（１）

給料手当 0
法定福利費 0
人件費計 0

（２） その他経費

報償費 788,500
旅費 29,790
消耗品費 10,670
通信運搬費 70,000
保険料 768,600
使用料及び賃借料 156,975
その他の経費計 1,824,535
地域スポーツクラブの創設・育成事業費計 1,824,535

　 ④ スポーツ活動に関する人材の育成事業 　
（１）

給料手当 0
法定福利費 0
人件費計 0

（２） その他経費

諸謝金 40,000
報償費 15,000
旅費 10,400
消耗品費 16,652
燃料費 6,297
雑役務費 3,260
その他の経費計 91,609
スポーツ活動に関する人材の育成事業費計 91,609

　 ⑤ スポーツ施設等の管理運営事業

（１）

給料手当 3,210,000
法定福利費 552,815
臨時雇用賃金 5,931,350
人件費計 9,694,165

（２） その他経費

旅費 62,316
消耗品費 902,114
燃料費 150,411
水道光熱費 3,318,668
修繕費 560,646
通信運搬費 192,155
保険料 84,190
手数料 10,500
委託料 2,593,656
備品購入費 348,460
使用料及び賃借料 665,742
租税公課 461,000
操出金支出 319,240
その他の経費計 9,669,098
スポーツ施設等の管理運営事業費計 19,363,263

　 ⑥ 健康とスポーツに関する個人や団体の交流機会提供事業

（１）

給料手当 0
法定福利費 0
人件費計 0

（２） その他経費

食料費 1,108
燃料費 3,116
その他の経費計 4,224 4,224

管理費

１． 管理費（事務管理費）

（１）

予算額

人件費

人件費

科 目

人件費

人件費

人件費



(単位：円)

活動計算書
　　　　平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

給料手当 600,000
法定福利費 0
人件費計 600,000

（２） その他経費

諸謝金 42,000
旅費 258,952
消耗品費 319,914
食料費 4,080
印刷製本費 131,460
水道光熱費 146,820
修繕費 256,456
通信運搬費 133,380
保険料 234,770
手数料 16,470
雑役務費 228,560
交際費 15,000
負担金補助及び交付金 480,750
備品購入費 455,980
使用料及び賃借料 37,925
租税公課 464,400
減価償却費 366,840
その他の経費計 3,593,757
管理費（事務管理費）計 　 4,193,757

経常費用計（Ｂ） 31,458,404
当期正味財産増減額（Ａ-Ｂ） -498,855
前期繰越正味財産額 5,843,383
次期繰越正味財産額 5,344,528



特定非営利活動法人　つけちスポーツクラブ 　（単位：円）
科             目

【資産の部】
  流動資産
    現          金           預           金 3,620,882
    前                 払                 金 301,580
    未                 収                 金 2,145,135
        流動資産合計 6,067,597
  固定資産
    その他の固定資産
      車       両        運        搬       具 512,873
        その他の固定資産合計 512,873
        固定資産合計 512,873
        資産合計 6,580,470
【負債の部】
  流動負債
     未               払                 金 1,235,942
         流動負債合計 1,235,942
         負債合計 1,235,942
【正味財産の部】
     前期繰越正味財産額 5,843,383
     当期正味財産減少額 498,855
    　    正味財産合計 5,344,528
     負債及び正味財産合計 6,580,470

平成２５年度特定非営利活動に係る貸借対照表　 (総　括）
平成26年3月31日現在

金             額



特定非営利活動法人　つけちスポーツクラブ 　（単位：円）
科             目

【資産の部】
  流動資産
    現          金           預           金 3,620,882
      現                   金  133,025
      普　  通　  預　  金 3,487,857
　　　　　　東美濃農協付知支店（普：スポーツ） 285,730
　　　　　　東美濃農協付知支店（普：ｔｏｔｏ） 824
　　　　　　東美濃農協付知支店（普：森林） 981
　　　　　　東美濃農協付知支店（普：指定管理） 1,105,669
　　　　　　岐阜信用金庫付知支店（普：指定管理） 3,668
　　　　　　東美濃農協付知支店（普：河川） 90,985
            定　期　預　金    2,000,000
    前                 払                 金 301,580
    未                 収                 金 2,145,135
      流動資産合計 6,067,597
  固定資産
    その他の固定資産
      車       両        運        搬       具 512,873
        その他の固定資産合計 512,873
      固定資産合計 512,873
      資産合計 6,580,470
【負債の部】
  流動負債
     未                払                金 1,235,942
       流動負債合計 1,235,942
       負債合計 1,235,942
       正味財産 5,344,528

平成２５年度特定非営利活動に係る財産目録　 (総　括）
平成26年3月31日現在

金             額




