
 

平成２７年度事業報告書 

 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

 

特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ  

 

１ 事業の成果 
・既存のスポーツ教室（ヨガ・バレエ・プレすぽ～つ・女子サッカー・野球・フロアホッケー）に加え、新たに男子サ

ッカー教室を企画し、全種目合わせ、２２クラス、年間で 1056回教室を開催した。年度末の時点で、会員は 300名と

なった。 

・小美玉フットボールアカデミーの第 3期生 10名が入校し、あわせ 29名となった。茨城県女子（U-15）サッカー選手

権で優勝し、関東大会へ出場した。 

・スポーツイベントを計 17 回（走り方 1 回：41 名、幼稚園・小学校親子レクリエーション 5 回：337 名、ボルダリン

グ 1回：25名、ヨガ 2回：20名、小学校子供プラン 2回：67名、カヌー1回：9名、宿泊 1回：23名、登山 2回：48

名、親子スケート 1回：29名、サッカー1回：81名）開催し、のべ 680名が参加した。 

・小美玉スポーツ新聞りんく（7,000部）を計 4回（6/10,9/10,12/10,3/10）発行した。 

 

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 

事 業 名 

(定款に記載した事業) 
具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事 業

費 の

金 額

（ 単

位 ：

千円） 
スポーツ普及 

強化育成事業 

ヨガ・バレエ・プレすぽ～

つ・女子サッカー・男子サ

ッカー・野球・フロアホッ

ケー教室を開催 

 

アカデミー事業 3年目 

(A) 各教室（クラス）、毎週 1回ずつ実施 

(B) 四季文化会館・小川運動公園・玉里

B&G・小川高校・農村環境改善センタ

ー・竹原小学校 

(C)21名 

(D)スポーツに

興味のある地

域住民、アカデ

ミー入校希望

者 

(E)329人 

36,842 

スポーツ環境 

整備事業 

体育施設管理受付業務 

植栽維持管理業務 

(A) 通年 

(B) 希望ヶ丘公園・玉里 B&G・スポーツ交

流施設 

(C)3名 

(D)施設利用者 

(E)不特定多数 
2,854 

スポーツ大会、イ

ベントの運営・

協力事業 

スポーツ大会・イベントの

企画、運営（ボルダリン

グ・登山・子供プラン・親

子レク・スケート・ヨガ・

カヌー・宿泊） 

(A) 5/23.6/25.27.7/11.8/6.19.20.21.28.

10/3.4.15.11/8.27.1/16.19.31.2/19.

21.3/27 

(B) ピナクルロックジムつくば、筑波山、

旧小川高校、小川運動公園、納場小学

校、納場幼稚園など 

(C) 12名 

(D) スポーツ

に興味のある

地域住民 

(E)680人 633 

スポーツに関する

研究事業 

小美玉市近隣のスポーツ活

動の調査 

本事業年度は 

実施しなかった 

 
0 

スポーツに関する

情報ネットワーク

活性化事業 

ホームページの開設 

スポーツ情報紙の発行 

(A)通年（情報誌は 6月、9月、12月、3月

に発行） 

(B)小美玉市 

(C)2名 

(D)地域住民 

(E)不特定多数 
135 

 

(2) その他の事業 

    実施しなかった 



平成２７年度　活動計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 30,000
賛助会員受取会費 3,400,000 3,430,000

２．受取寄附金 0
３．受取助成金等 0

助成金（toto） 8,545,000
補助金（小美玉市） 432,000

４．事業収益
スポーツ普及・強化育成事業 36,842,530
スポーツ環境整備事業 2,854,320
スポーツ大会、イベントの運営・協力事業 633,900
スポーツに関する研究事業 0
スポーツに関する情報ネットワーク活性化事業 135,000
その他の事業 0 40,465,750

５．その他収益
受取利息 766
雑収益 6,000 6,766

経常収益計 52,879,516
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 11,624,943
法定福利費 1,309,632
福利厚生費 203,076
人件費計 13,137,651
その他経費
採用教育費 318,909
外注費 1,550,000
広告宣伝費 377,080
交際費 137,157
会議費 86,289
旅費交通費 1,384,205
消耗品費 14,085,729
車両費 1,737,604
保険料 442,568
減価償却費 688,151
印刷製本費 362,610
会場費 50,590
大会・登録・参加費 328,763
合宿・遠征費 3,185,797
レクリエーション費 62,300
イベント費 278,177
リース料 548,964
支払手数料 277,095
支払報酬 5,193,300
その他経費計 31,095,288

事業費計 44,232,939
２．管理費

人件費
役員報酬 0
給料手当 4,982,118
法定福利費 561,271
福利厚生費 87,033
人件費計 5,630,422
その他経費
事務用消耗品費 287,541
修繕費 69,120
水道光熱費 1,669,773
新聞図書費 73,680
通信費 403,457
諸会費 42,000
地代家賃 450,000
リース料 336,960
租税公課 219,100
その他経費計 3,551,631

管理費計 9,182,053
経常費用計 53,414,992

当期経常増減額 △ 535,476
Ⅲ 経常外収益

１．事業費固定資産売却益 0
経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用
１．事業費過年度損益修正損 0
経常外費用計 0

税引前当期正味財産増減額 △ 535,476
当期正味財産増減額 △ 535,476
前期繰越正味財産額 10,363,274
次期繰越正味財産額 9,827,798

※　今年度はその他の事業を実施していません。

金額

（２）

（１）

（２）

（１）



平成２７年度　貸借対照表
平成２８年３月３１日現在

特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金 1,974,880
売掛金 5,359,641
立替金 292,301
流動資産合計 7,626,822

２．固定資産
有形固定資産
建物 14,271,661
有形固定資産計 14,271,661
無形固定資産
無形固定資産計 0
投資その他の資産
投資その他の資産計 0

固定資産合計 14,271,661
資産合計 21,898,483

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払費用 1,765,460
預り金 95,225
前受収益 2,410,000
流動負債合計 4,270,685

２．固定負債
長期借入金 7,800,000
固定負債合計 7,800,000

負債合計 12,070,685
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 10,363,274
当期正味財産増減額 △ 535,476

正味財産合計 9,827,798
負債及び正味財産合計 21,898,483

金額

（１）

（２）

（３）



平成2７年度　財産目録
平成２８年３月３１日現在

特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

手元現金 847,762
常陽銀行普通預金 994,483
水戸信用金庫普通預金 132,635

売掛金
小美玉市業務委託金及び補助金 1,112,641
toto助成金 4,247,000

立替金
　雇用保険・住民税等 292,301
流動資産合計 7,626,822

２．固定資産
有形固定資産
建物（アカデミー寮） 14,271,661
有形固定資産計 14,271,661
無形固定資産
ソフトウェア 0
無形固定資産計 0
投資その他の資産
敷金 0
投資その他の資産計 0

固定資産合計 14,271,661
資産合計 21,898,483

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払費用
スタッフ3月分給与手当 1,765,460

預り金
源泉所得税預り金等 95,225

前受収益
　アカデミー4期生活動費 2,410,000
流動負債合計 4,270,685

２．固定負債
長期借入金 7,800,000
固定負債合計 7,800,000

負債合計 12,070,685
正味財産 9,827,798

金額

（１）

（２）

（３）


