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決算報告書

	特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

三重県志摩市阿児町鵜方3136-21

自　令和２年　３月　１日

　至　令和３年　２月　２８日

第7期



  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金 37,370 

      小口　現金（アカデミー） 100,006 

      普通　預金 9,916,283 

        現金・預金 計 10,053,659 

    （その他流動資産）

      前　払　金 86,400 

        その他流動資産  計 86,400 

          流動資産合計 10,140,059 

            資産合計 10,140,059 

  【流動負債】

    未　払　金 1,316,350 

    前　受　金 4,500,000 

      流動負債合計 5,816,350 

        負債合計 5,816,350 

  前期繰越正味財産 7,949,030 

  当期正味財産増減額 △ 3,625,321 

    正味財産合計 4,323,709 

      負債及び正味財産合計 10,140,059 

《負債の部》

《正味財産の部》
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貸　借　対　照　表
特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA [税込]（単位：円）

全事業所 令和3年 2月28日 現在

《資産の部》



  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金 37,370 

      小口　現金（アカデミー） 100,006 

      普通　預金 9,916,283 

        第三銀行100年構想　鵜方支店 (2,899)

        百五銀行NPO　鵜方支店 (5,817,478)

        第三銀行NPOトップ　鵜方支店 (3,665,755)

        百五銀行アカデミー　鵜方支店 (54,631)

        ゆうちょ銀行　鵜方支店 (375,520)

        現金・預金 計 10,053,659 

    （その他流動資産）

      前　払　金 86,400 

        その他流動資産  計 86,400 

          流動資産合計 10,140,059 

            資産合計 10,140,059 

  【流動負債】

    未　払　金 1,316,350 

    前　受　金 4,500,000 

      流動負債合計 5,816,350 

        負債合計 5,816,350 

        正味財産 4,323,709 

《負債の部》
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財　産　目　録
特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA [税込]（単位：円）

全事業所 令和3年 2月28日 現在

《資産の部》



【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 135,000 

    賛助会員受取会費 30,091,205 30,226,205 

  【受取助成金等】

    受取補助金 524,910 

  【事業収益】

    受託事業収益 29,354 

    事業収益（アカデミー事業収入） 9,090,651 

    事業収益（トップ事業収入） 32,000 

    事業収益（アカデミーキャンプ） 8,000 9,160,005 

  【その他収益】

    受取　利息 128 

    雑　収　益 12,600 12,728 

        経常収益  計 39,923,848 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 1,310,000 

        人件費計 1,310,000 

    （その他経費）

      売上　原価 605,632 

      業務委託費 28,644,000 

      諸　謝　金 168,000 

      印刷製本費(事業) 289,750 

      旅費交通費(事業) 1,664,885 

      車　両　費(事業) 120,500 

      通信運搬費(事業) 304,264 

      消耗品　費(事業) 24,819 

      地代　家賃(事業) 420,000 

      賃  借  料(事業) 3,826,754 

      保　険　料(事業) 154,300 

      諸　会　費(事業) 499,053 

      支払手数料(事業) 440 

      強化費 1,934,606 

      雑　　　費(事業) 368,067 

      事業支出（ﾕﾆﾌｫｰﾑ等） 1,407,810 

      事業運営費 508,000 

        その他経費計 40,940,880 

          事業費  計 42,250,880 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      印刷製本費 70,896 

      会　議　費 21,870 

      旅費交通費 168,736 

      通信運搬費 135,518 

      消耗品　費 25,002 

      水道光熱費 85,237 

      地代　家賃 540,000 

      広告宣伝費 128,000 

      接待交際費 43,318 

      諸　会　費 1,416 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA 自 令和2年 3月 1日  至 令和3年 2月28日



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA 自 令和2年 3月 1日  至 令和3年 2月28日

      租税　公課 18,800 

      支払手数料 32,106 

      雑　　　費 27,390 

        その他経費計 1,298,289 

          管理費  計 1,298,289 

            経常費用  計 43,549,169 

              当期経常増減額 △ 3,625,321 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 △ 3,625,321 

          当期正味財産増減額 △ 3,625,321 

          前期繰越正味財産額 7,949,030 

          次期繰越正味財産額 4,323,709 
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[税込]（単位：円）

全事業所

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 135,000 

    賛助会員受取会費 30,091,205 

  【受取助成金等】

    受取補助金 524,910 

  【事業収益】

    受託事業収益 29,354 

    事業収益（アカデミー事業収入） 9,090,651 

    事業収益（トップ事業収入） 32,000 

    事業収益（アカデミーキャンプ） 8,000 

  【その他収益】

    受取　利息 128 

    雑　収　益 12,600 

        経常収益  計 39,923,848 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 1,310,000 

        人件費計 1,310,000 

    （その他経費）

        売上　原価 605,632 

      業務委託費 28,644,000 

      諸　謝　金 168,000 

      印刷製本費(事業) 289,750 

      旅費交通費(事業) 1,664,885 

      車　両　費(事業) 120,500 

      通信運搬費(事業) 304,264 

      消耗品　費(事業) 24,819 

      地代　家賃(事業) 420,000 

      賃  借  料(事業) 3,826,754 

      保　険　料(事業) 154,300 

      諸　会　費(事業) 499,053 

      支払手数料(事業) 440 

      強化費 1,934,606 

      雑　　　費(事業) 368,067 

      事業支出（ﾕﾆﾌｫｰﾑ等） 1,407,810 

      事業運営費 508,000 

        その他経費計 40,940,880 

          事業費  計 42,250,880 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 0 

    （その他経費）

      印刷製本費 70,896 

      会　議　費 21,870 

      旅費交通費 168,736 

      通信運搬費 135,518 

      消耗品　費 25,002 

      水道光熱費 85,237 

      地代　家賃 540,000 

      広告宣伝費 128,000 

      接待交際費 43,318 

      諸　会　費 1,416 

      租税　公課 18,800 

      支払手数料 32,106 

      雑　　　費 27,390 

        その他経費計 1,298,289 

          管理費  計 1,298,289 

            経常費用  計 43,549,169 

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

自 令和2年 3月 1日  至 令和3年 2月28日



[税込]（単位：円）

全事業所

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA

自 令和2年 3月 1日  至 令和3年 2月28日

              当期経常増減額 △ 3,625,321 

【経常外収益】

  経常外収益  計 0 

【経常外費用】

  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 3,625,321 

      当期正味財産増減額 △ 3,625,321 

      前期繰越正味財産額 7,949,030 

      次期繰越正味財産額 4,323,709 
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