
 
平成２９年度事業報告書 

 
平成２９年４月１日から平成３０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、新たにテニス

教室を企画し、全種目合わせ、２２クラス、年間で 1008 回教室を開催した。年度末の時点で、会員は 296 名となった。	

・小美玉フットボールアカデミーの第 5 期生 5 名が入校し、あわせ 26 名となった。茨城県女子（U-15）サッカー選手

権では優勝し、関東大会への出場を果たしたが、全国大会出場とはならなかった。	

・玉里運動公園（小美玉市）の指定管理事業者として管理事業がスタートした。	

・スポーツイベント（幼稚園・小学校親子レクリエーション・小学校子どもプラン、ボルダリング、カヌー、登山、親

子スケート、サッカー、野球）を開催し、のべ 867 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・サッカー教室を開催	

	

アカデミー事業 5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)19 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)320 人	

35,849	

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	

指定管理業務	

(A) 通年	
(B) 希望ヶ丘公園・玉里 B&G・スポーツ交

流施設	

(C)１０名	

(D)施設利用者	

(E)不特定多数	
29,823	

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・キャンプ etc）	

(A) 通年	
(B) ピナクルロックジムつくば、筑波山、

笠松運動公園、小川運動公園、納場小

学校、納場幼稚園など	

(C)	15 名	

(D)	 スポーツ

に興味のある

地域住民	

(E)867 人	

249	

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)4 名	

(D)地域住民	

(E)不特定多数	
120	

	

(2)	 その他の事業	

	 	 	 	 実施しなかった	



平成２９年度　活動計算書

平成２９年４月１日から平成３０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 28,000

賛助会員受取会費 5,700,000 5,728,000

２．受取寄附金

受取寄附金　　 0

３．受取助成金等

本田記念財団助成金 500,000

toto助成金 3,578,000 4,078,000

４．補助金

行政補助金 600,000 600,000

５．事業収益

スポーツ普及・強化育成事業 35,349,075

スポーツ環境整備事業 29,823,657

スポーツ大会、イベントの運営・協力事業 249,640

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 120,000

その他の事業 0 65,542,372

６．その他収益

受取利息 34

雑収益 643,464 643,498

経常収益計 76,591,870

Ⅱ 経常費用

１．事業費

人件費

給料手当 18,839,821

法定福利費 2,139,706

福利厚生費 230,591

人件費計 21,210,118

その他経費

支払報酬 7,844,600

採用教育費 352,084

修繕費 2,863,992

水道光熱費 5,138,087

外注費 5,876,968

広告宣伝費 20,000

交際費 95,710

会議費 101,141

旅費交通費 1,501,958

消耗品費 10,641,608

車両費 2,612,604

保険料 640,712

印刷製本費 363,136

会場費 41,200

金額

（２）

（１）



減価償却費 1,842,765

大会・登録・参加費 316,600

合宿・遠征費 2,400,147

支払手数料 396,680

レクリエーション費 146,837

イベント費 74,175

リース料 241,434

衛生管理費 324,000

雑費 18,092

その他経費計 43,854,530

事業費計 65,064,648

２．管理費

人件費

役員報酬 0

給料手当 8,074,209

法定福利費 917,017

福利厚生費 98,825

人件費計 9,090,051

その他経費

事務用消耗品費 552,211

新聞図書費 35,582

通信費 609,995

諸会費 60,000

地代家賃 450,000

リース料 439,776

租税公課 949,650

その他経費計 3,097,214

管理費計 12,187,265

経常費用計 77,251,913

当期経常増減額 △	660,043

Ⅲ 経常外収益

１．事業費固定資産売却益 0

経常外収益計

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 △	660,043

法人税、住民税及び事業税

当期正味財産増減額 △	660,043

前期繰越正味財産額 6,164,344

次期繰越正味財産額 5,504,301

（２）

（１）



平成２９年度　貸借対照表

平成３０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 4,335,015

売掛金 3,745,075

前渡金 582,035

流動資産合計 8,662,125

２．固定資産

有形固定資産

建物 12,895,359

車両運搬具 3,463,834

有形固定資産計 16,359,193

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 16,359,193

資産合計 25,021,318

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払費用 2,973,455

預り金 471,162

前受収益 8,672,400

流動負債合計 12,117,017

２．固定負債

長期借入金 7,400,000

固定負債合計 7,400,000

負債合計 19,517,017

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 6,164,344

当期正味財産増減額 △	660,043

正味財産合計 5,504,301

負債及び正味財産合計 25,021,318

金額

（１）

（２）

（３）



平成２９年度　財産目録

平成３０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 1,014,205

常陽銀行普通預金 3,288,358

水戸信用金庫普通預金 5,825

ゆうちょ銀行普通預金 26,627

売掛金

小美玉市業務委託金及び補助金 1,019,075

toto助成金 1,526,000

その他業務委託金 1,200,000

前渡金

アカデミー６期生グッズ代金 582,035

流動資産合計 8,662,125

２．固定資産

有形固定資産

建物（アカデミー寮） 12,895,359

車両運搬具（マイクロバス） 3,463,834

有形固定資産計 16,359,193

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 16,359,193

資産合計 25,021,318

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 2,211,855

指導スタッフ3月分支払報酬 761,600

預り金

源泉所得税預り金等 471,162

前受収益

　アカデミー6期生活動費 3,272,400

法人賛助会費（2018年度分） 5,400,000

流動負債合計 12,117,017

２．固定負債

長期借入金 7,400,000

固定負債合計 7,400,000

負債合計 19,517,017

正味財産 5,504,301

金額

（１）

（２）

（３）


