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決　算　報　告　書



一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取協賛金        3,270,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金(JSC基金)        3,757,000 

    受取助成金(JSCくじ)        2,880,000        6,637,000 

  【事業収益】

    事業　収益          445,000 

  【その他収益】

    受取　利息               11 

    雑　収　益        3,389,000        3,389,011 

        経常収益  計       13,741,011 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      事業　支出           45,000 

      業務委託費        2,000,000 

      諸　謝　金(事業)          702,100 

      雑役務費(事業）        1,199,240 

      借料及び損料(事業）        7,008,000 

      借損料・役務費(事業）        1,853,922 

      通信運搬費(事業)          510,000 

        その他経費計       13,318,262 

          事業費  計       13,318,262 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      租税　公課           11,400 

      支払手数料           52,338 

        その他経費計           63,738 

          管理費  計           63,738 

            経常費用  計       13,382,000 

              当期経常増減額          359,011 

【経常外収益】

  事業間振替収益        2,337,340 

    経常外収益  計        2,337,340 

【経常外費用】

  事業間振替支出        2,337,340 

    経常外費用  計        2,337,340 

        税引前当期正味財産増減額          359,011 

        法人税、住民税及び事業税          100,000 

          当期正味財産増減額          259,011 

          前期繰越正味財産額          396,834 



一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          次期繰越正味財産額          655,845 



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2021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）一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   仮　受　金        5,250,000 

   現　　　金          616,300   未払法人税等           50,000 

   普通　預金          142,545    流動負債  計        5,300,000 

    現金・預金 計          758,845 負債合計        5,300,000 

  （売上債権） 正　味　財　産　の　部

   未　収　金        5,197,000  【正味財産】

    売上債権 計        5,197,000   前期繰越正味財産額          396,834 

     流動資産合計        5,955,845   当期正味財産増減額          259,011 

    正味財産　計          655,845 

 正味財産合計          655,845 

資産合計        5,955,845 負債及び正味財産合計        5,955,845 



全事業所 令和 3年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          616,300 

      普通　預金          142,545 

        現金・預金 計          758,845 

    （売上債権）

      未　収　金        5,197,000 

        売上債権 計        5,197,000 

          流動資産合計        5,955,845 

            資産の部  合計        5,955,845 

《負債の部》

  【流動負債】

    仮　受　金        5,250,000 

    未払法人税等           50,000 

      流動負債  計        5,300,000 

        負債の部  合計        5,300,000 

 

        正味財産          655,845 



全事業所 自 2020年 4月 1日　至 2021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）一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取協賛金        3,270,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金(JSC基金)        3,757,000 

    受取助成金(JSCくじ)        2,880,000 

  【事業収益】

    事業　収益          445,000 

  【その他収益】

    受取　利息               11 

    雑　収　益        3,389,000 

        経常収益  計       13,741,011 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      事業　支出           45,000 

      業務委託費        2,000,000 

      諸　謝　金(事業)          702,100 

      雑役務費(事業）        1,199,240 

      借料及び損料(事業）        7,008,000 

      借損料・役務費(事業）        1,853,922 

      通信運搬費(事業)          510,000 

        その他経費計       13,318,262 

          事業費  計       13,318,262 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      租税　公課           11,400 

      支払手数料           52,338 

        その他経費計           63,738 

          管理費  計           63,738 

            経常費用  計       13,382,000 

              当期経常増減額          359,011 

【経常外収益】

  事業間振替収益        2,337,340 

    経常外収益  計        2,337,340 

【経常外費用】

  事業間振替支出        2,337,340 

    経常外費用  計        2,337,340 

 

      税引前当期正味財産増減額          359,011 

      法人税、住民税及び事業税          100,000 

        当期正味財産増減額          259,011 



全事業所 自 2020年 4月 1日　至 2021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）一般社団法人大阪海洋教育スポーツ振興協会

        前期繰越正味財産額          396,834 

        次期繰越正味財産額          655,845 


