
平 成 ２９ 年 度

事業報告及び決算書

公益財団法人市原市体育協会



【１】法人の概況

１．定款に定める目的

２．定款に定める事業内容

（１） スポーツに関する行事の開催、後援及び協力に関すること

（２） スポーツ指導者の養成に関すること

（３） 市原市の競技力向上に関すること

（４） 生涯スポーツの振興に関すること

（５） スポーツに関する研究、啓発及び指導に関すること

（６） 体育功労者等表彰に関すること

（７） スポーツ施設の管理運営に関すること

（８）

（９） その他この法人の目的達成のために必要な事業に関すること

３．役員等に関する事項

理事長 下 原 正 規 非常勤 理　事 大 沢 孝 文 非常勤

専務理事 藤 田 一 哉 常　勤 理　事 外 崎 弘 文 非常勤

副理事長 常 澄 忠 男 非常勤 理　事 河 野 一 雄 非常勤

常務理事

平成２９年度  公益財団法人市原市体育協会事業報告

　平成２５年４月の公益法人移行から５年目、組織運営の安定化を図るとともに、スポーツ健康都市市原市
の基本目標でもある「ふれあいと輝きのあるスポーツライフの創造」の実現に寄与するべく、「する」、「み
る」、「ささえる」という３つのスポーツ活動の振興を念頭に各種事業を行った。

　この法人は、スポーツ活動と健康及び体力向上に関する事業を行い、市民のスポーツ振興と心身の健康
増進に寄与することを目的とする。

公益財団法人千葉県体育協会との連絡、並びにこの法人の加盟団体の組織強化及び連絡調整に
関すること

役　職 氏　名 常勤・非常勤の別 役　職 氏　名 常勤・非常勤の別

鈴 木 昌 武 非常勤 理　事 秋 葉 恵 子 非常勤

常務理事 永 野 博 常　勤 理　事 卯 月 明 美 非常勤

理　事 泉 水 正 非常勤 監　事 景 山 秀 貴 非常勤

理　事 伊 藤 数 典 非常勤 理　事 鶴岡 みつ子 非常勤

理　事 岩 﨑 修 一 非常勤

理　事 松 本 克 彦 非常勤 監　事 齋 藤 精 非常勤



【２】事業実施状況

１．　スポーツ施設等の管理運営事業

利用者数

開館日数

平均利用者数

利用者数

開館日数

平均利用者数

利用者数

開館日数

平均利用者数

２．　教室・講習会等の開催事業

（１）スポーツ教室（事前申込制）

　①受託事業（市民スポーツ教室）

説　明

ゼットエー武道場（市原市中央武道館）の管
理受託事業

指定管理者として施設を管理運営及び自主事業を実施

　　①　施設利用状況

152,864名

354日

432名/日 12,739名/月

363日

225名/日 6,807名/月

　　②　主な自主事業

サッカーアカデミー、タグラグビー教室、ちびっこ
サッカー大会、小学生サッカー大会、グラウンドゴ
ルフ大会、市原市スナッグゴルフ大会

　　②　主な自主事業

更級旗中学校剣道大会、市原市ベンチプレス大
会、太極拳教室、少年少女卓球教室、各種エアロ
ビクス教室、各種トレーニング教室等

市原スポレクパークの管理受託事業

指定管理者として施設を管理運営及び自主事業を実施

　　①　施設利用状況

81,688名

市原市ゲートボール場の管理受託事業

指定管理者として施設を管理運営及び事業を実施

　　①　施設利用状況

10,826名

307日

35名/日 902名/月

　　②　主な事業

ゲートボール教室・親善交流ゲートボール大会

剣道（初中上級） 小・中学生 296名

剣道（初段以上） 中学生以上 613名

種　目 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

剣道（基本） 小学３年生以上

ゼットエー武道場

前期：４～　７月
後期：８～１２月

各期１０回

249名

弓道（Ｂ） 一般 468名

弓道（C） 一般 458名

剣道（女性） 女性 149名

弓道（Ａ） 一般 298名

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（Ａ） ５０歳以上 248名

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（Ｂ） ５０歳以上 291名

硬式卓球（女性） 女性 247名

硬式卓球（壮年） ５０歳以上 408名



　②自主事業（体育協会スポーツ教室）

（２）スポーツ教室（当日直接申込制）

　自主事業（体育協会スポーツ教室）

一般 192名

合気道 女性 184名

空手道 小学生以上

ビームライフル 小5年生以上 90名

種　目 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

少林寺拳法 小4年生以上 35名

ボクシング 小学生以上 94名

アーチェリー 小学生以上 266名

前期：４～　７月
後期：８～１２月

各期１０回

ゼットエー武道場

94名

柔道 小・中・高校生 271名

相撲 小・中学生 349名

なぎなた

臨海体育館 940名

ｴｱﾛﾋﾞｸｽ＆ストレッチ 一般 臨海体育館 1,780名

ソフトテニス 一般 市津運動広場
臨海第２庭球場

前期：4～ 7月
後期：9～12月

各期10回

720名

硬式テニス 一般 780名

バドミントン 女性

やさしいヨガ 一般 アネッサ 1,300名

ナイタージョギング 中学生以上 オリプリスタジアム
前期：4～ 7月　後期：７～1０月

各期10回 2,950名

スケート 小学生以上 姉崎ｽｹｰﾄ場 12/4・5・6・7・11 110名

スキー 小学3年生以上
菅平高原
スキー場

H30 1/26・27・28 54名

488名

ピラティス 一般 １０月～、１月～ 各５回 160名

太極拳 一般

ゼットエー武道場

4月～1１月　　２期  各１０回 830名

シェイプアップ 一般 5月～１0月の４期 各8回

ヨガ 一般 １０月～、１月～ 各５回 175名

少年少女卓球 小学生 8/10～8/18　 2期 各３回 669名

生活習慣病予防 一般 2/1・8・15・22 4回 24名

ストレッチ＆ロコモ 一般 6/1・15・29 3回 63名

転倒予防 一般 １0/19・26・11/2 3回 30回

ヒップホップ 一般 8/3 １回 33名

ノルディックウォーキング 一般 5月～9月の第4土曜　4回 57名

サッカーアカデミー

幼稚園児

市原スポレクパーク 通年　毎月曜 ３６回 2,499名

65名

種　目 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

小学生

女性（小学生以上）

ゲートボール教室 60歳以上 市原市ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 10/7～10/28 の水曜  4回

サマーエアロビクス 一般

ゼットエー武道場

8月～9月の月曜 ６回 374名

ウィンターエアロビクス 一般 1月～3月の月曜 7回

エンジョイジョギング 中学生以上 オリプリスタジアム 10/10～の毎火曜日 ４回 383名

457名

夏休みＲＵＮラン 小学生 8/1 ２回 186名

196名

ベンチプレス記録会 高校生以上 ゼットエー武道場 39名

ノルディックウォーキング 一般
市原スポレクパーク

1１/9・16 ２回 15名

タグラグビー 小学生 毎月　第２日曜日 １0回

5/21・7/30・9/3・
2/10

4回

国際交流武道教室 中学生以上 ゼットエー武道場 11/27 １回 32名



（３）その他

３．　各種スポーツ・レクリエーション大会の開催及び開催支援事業

（１）大会開催

　①受託事業

　②自主事業

少人数トレーニング指導 中学生以上 通年 23名

内　容 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

トレーニング相談 中学生以上 通年 随時

事業名 会場 開催日 説明 参加者

平成29年度
ちびっこ武道大会

ゼットエー武道場 6月11日（日）
小学生の武道の祭典。剣道・柔
道・相撲・空手道の４種目開催

155名

市原市マラソンベンチプレ
ス大会

ゼットエー武道場 3月10日(土)
自分の体重で何回挙上出来る
かを競う大会

26名

市原市卓球大会 ゼットエー武道場 10月18日（水）
硬式レディースダブルスと男女
別ラージボールダブルスの大会

170名

フレッシュ弓道大会 ゼットエー武道場 12月2日(土)
弓道経験者で大会参加未経験
者を対象とした大会

18名

第49回市民体育大会 市内・市外各会場 種目毎に開催
３２種目を関係加盟団体の主管
によりそれぞれに実施

15,257名

事業名 会場 開催日 説明 参加者

エンジョイレディース
バドミントンday

ゼットエー武道場 ７月７日（金）
初級・中級・上級にクラス分けし
て実施

56名

第24回市原市ナイター陸
上競技記録会

ゼットエーオリプリ
スタジアム

7月15日（日）
中学生・高校生・大学生・一般
を対象とした公認記録会

1,059名

ふれあいボッチャ体験会 一般 4月16日（土） 障がい者とのスポーツを通じた交流会 30名

第３回市原かずさﾗｲｵﾝｽﾞ
杯少年少女卓球大会

ゼットエー武道場 8月19日（土）
レベル毎に分けて実施する、小学
生を対象とした個人戦の大会

71名

第67回千葉県民体育大会
市原市選手団結団式

東海大市原望洋
高校

8月20日（日）
市代表選手・監督及び関係者等
が出席（市教育委員会共催）

131名

体育協会杯
グラウンドゴルフ大会

市原スポレクパーク 9月13日（水） 市内愛好者の大会 221名

親善交流
ゲートボール大会

市原市
ゲートボール場

9月14日（木）
各支部からチームを選抜して実
施（参加18チーム）

98名

市原市民
スナッグゴルフ大会

市原スポレクパーク ９月2７日（水）
年齢・性別に関係なく参加でき
る体験教室を兼ねた大会

32名

第24回市原市
ベンチプレス大会

ゼットエー武道場 10月15日（日）
性別・体重・年齢でクラス分けを
して実施

76名

エンジョイレディース
テニストーナメント

臨海第２庭球場 10月12日（木）
初級・中級を対象とした大会
レベルによりクラス分けして実施

68名

第12回更級旗
中学校剣道大会

ゼットエー武道場
　　1月7日（日）
　　　　 8日（月）

県内外から選抜された中学校チー
ムによる団体戦大会（参加108チー
ム）

1,386名

第11回市原
ちびっこサッカー大会

市原スポレクパーク
　　2月10日（土）
　　　　 11日（日）

小学校１～４年生の児童チームによ
る学年別の大会（参加49チーム）

1,000名

第4回TAIKYOU CUP
小学生サッカー大会

市原スポレクパーク
　　3月17日（土）
　　　　 18日（日）

小学校５年生の児童チームによる
大会（参加20チーム）

1,202名



（２）スポーツ関連事業への協力

（３）大会の後援

４．　育成及び助成事業

５．　普及・啓発事業

（１）スポーツ顕彰

(ア）参加状況

大会区分 会場 開催日 参加者

千葉県民体育大会選手団派遣

第６８回冬季大会（スキー・スケート）
会津高原たかつえスキー場
アクアリンクちば

3月9日～ 3月17日 34名

(イ）市原市成績

第６７回大会 男子総合７位　　女子総合６位　　男女総合７位

第６７回夏季大会（水泳） 千葉国際水泳場 9月3日 32名

第６７回秋季大会（陸上競技他26競技） 千葉県総合スポーツセンター他 8月30日～11月5日 445名

第６８回大会 男子総合９位　　女子総合８位　　男女総合８位　（冬季大会終了時点の成績）

事業 会場 開催日 説明 参加者

「第４４回市原高滝湖マラ
ソン」の主管

高滝湖畔
（メイン会場：

旧高滝小学校）

平成30年
1月13日（土）

高滝湖周回コースで小学生から
一般を対象に開催
種目：2.5㎞・5㎞・１０㎞・ハーフ
主催：市原高滝湖マラソン実行委員会

2306名

事業 件数

「国際スポーツ交流
第２８回2017市原市少年
の翼」の主管

サッカー：
ベトナム　 ダナン市

8月4日（金）
～ 8日（火）

市内小学生選抜チームによる国
際スポーツ交流事業サッカー・ミ
ニバスケットボールを実施
主催：市原市少年の翼実行委員会

選手：54名
役員：29名ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ：

台湾　台北市
8月4日（金）
～ 7日（月）

「第２回市原市少年相撲教
室」の主管

ゼットエー武道場 6月18日（日）
大相撲境川部屋による相撲教
室を実施

1500名

レクリエーションの育成事業
①　レクリエーション協会の育成及び助成のための補助金の交付

②　「第２０回いちはら生涯スポーツレクリエーションまつり」事業への補
助金交付

スポーツ少年団の育成事業 スポーツ少年団の育成及び助成のための補助金の交付

青少年スポーツ交流団体の運営助成
事業

国際スポーツ交流「第２８回２０１７市原市少年の翼」事業への補助金の交付

　各種団体が主催するスポーツ関連事業の後援 28件

事業名 説　明

加盟競技団体等の運営助成事業
加盟競技団体等の育成及び助成、ならびに競技力向上のための補助
金の交付

他団体等の実施する表彰事業への候
補者推薦

公認スポーツ指導者表彰
　　千葉県体育協会表彰1名  日本体育協会表彰1名
　　　　　　　　　　　　　　（推薦書提出先　千葉県体育協会）

千葉県教育委員会表彰
　　地方体育振興功労者１名
　　　　　　　　　　　　　　 （推薦書提出先　市原市教育委員会）

青少年のスポーツ交流事業への助成
事業

第６回市原市ラグビーフェスタ事業への補助金の交付

事業名 説　明

市原市体育協会表彰
（会場）五井グランドホテル　　（開催日）平成30年1月27日（土）
　　功労賞：個人10名　勲功賞：団体7、個人11名　感謝状：個人1名



（２）スポーツ指導者の養成及び派遣

（３）情報収集及び提供

【３】会　議

（１）理事会

（２）評議員会

第２回 H30.3.31 第１号 理事の選任について 原案可決

他団体等の実施する表彰事業への候
補者推薦

千葉県体育協会表彰
　　功労章１名　（推薦書提出先　千葉県体育協会）

市原市表彰
　　社会功労表彰2名 　（推薦書提出先　市原市教育委員会）

市原市議会スポーツ表彰
　　団体13、個人6名　　（推薦書提出先　市原市教育委員会）

スポーツ指導員派遣『健康の出前』

市原市体育協会スポーツ指導員による健康づくりに関する各種体操
の出張指導

　派遣回数：41回　　　総参加者数：1,102名

事業名 説　明

ホームページの運営
インターネットを通じて、大会、イベント、教室等のスポーツ・レクリエー
ションに関する各種情報を随時発信

事業名 説　明

市原市スポーツ指導者セミナー兼ス
ポーツ指導者バンク登録認定講習会の
開催

（会場）ゼットエー武道場会議室　　（開催日）７月３０日（日）
　『シニア世代の指導法と傷害予防』
　　　　　　講師：学校法人　了徳寺大学　教授　野田　哲由　氏

セミナー参加者数：　　５９名　（うち更新含む認定者４８名）

スポーツ指導者バンクの運営

各種団体からのスポーツ・レクリエーション指導者派遣要請に対し、バ
ンク登録指導者を紹介

紹介件数：　　　１件

原案可決H29.5.11第１回

第２回 H29.6.8 第１号

情報収集及び提供

加盟団体を通して市内のスポーツ・レクリエーションに関する情報を収
集し、各種問合せに随時対応
地域情報紙「シティライフ」へ『体協通信』を定期掲載し、市内のスポー
ツ関連情報を随時発信

回数 開催日 提出議案 経過

第１号 平成２８年度事業報告及び決算について 原案可決

第２号 平成２９年度加盟団体の負担金について

第１号 平成２８年度決算について 原案可決

第１号 平成３０年度事業計画及び収支予算について 原案可決

回数 開催日 提出議案 経過

第１回 H29.5.24 第２号

第３号

監事・理事の選任について

評議員の選任について

原案可決

原案可決

第４回 H30.3.27
第２号

第３号

第４号

事務局長の選定について

理事の候補者の選任について

決議の省略の方法による評議員会の招集について

原案可決

原案可決

原案可決

代表理事・業務執行理事及び常任理事の選定について 原案可決

第３回 H29.12.6
第２号 新規加盟団体の承認について 原案可決

第３号 平成２９年度定時評議員会の招集について 原案可決

第１号 平成２９年度体育功労賞等表彰者の決定について 原案可決



(単位:円)

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 30,439,754 23,772,295 6,667,459

未収金 19,351,636 18,816,890 534,746

前払金 436,970 390,260 46,710

流動資産合計 50,228,360 42,979,445 7,248,915

２　固定資産

(1) 基本財産

定期預金 53,908,462 53,908,462 0

基本財産合計 53,908,462 53,908,462 0

(2) 特定資産

退職給付引当資産 33,475,733 43,918,709 △ 10,442,976

減価償却引当資産 2,126,214 699,256 1,426,958

特定資産合計 35,601,947 44,617,965 △ 9,016,018

(3) その他の固定資産

車両運搬具 2,660,685 2,660,685 0

車両運搬具減価償却累計額 △ 2,446,895 △ 2,126,214 △ 320,681

預託金 23,110 23,110 0

その他の固定資産合計 236,900 557,581 △ 320,681

固定資産合計 89,747,309 99,084,008 △ 9,336,699

資産合計 139,975,669 142,063,453 △ 2,087,784

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 12,421,599 10,733,706 1,687,893

前受金 1,065,300 1,097,020 △ 31,720

預り金 246,598 402,087 △ 155,489

流動負債合計 13,733,497 12,232,813 1,500,684

２　固定負債

退職給付引当金 38,074,914 47,157,376 △ 9,082,462

固定負債合計 38,074,914 47,157,376 △ 9,082,462

負債合計 51,808,411 59,390,189 △ 7,581,778

Ⅲ　正味財産の部

１　指定正味財産

指定正味財産合計 53,908,462 53,908,462 0

（うち基本財産への充当額） ( 53,908,462 ) ( 53,908,462 ) 0

２　一般正味財産 34,258,796 28,764,802 5,493,994

（うち特定資産への充当額） ( 2,126,214 ) ( 699,256 ) 1,426,958

正味財産合計 88,167,258 82,673,264 5,493,994

負債及び正味財産合計 139,975,669 142,063,453 △ 2,087,784

公益財団法人市原市体育協会貸借対照表

平成３０年３月３１日現在

科　　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減



(単位:円)

当　年　度 前　年　度 増　　　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1) 経常収益

① 基本財産運用益 ( 5,390 ) ( 13,509 ) △ 8,119

基本財産受取利息 5,390 13,509 △ 8,119

② 特定資産運用益 ( 1,600 ) ( 4,000 ) △ 2,400

特定資産受取利息 1,600 4,000 △ 2,400

③ 事業収益 ( 162,666,380 ) ( 161,630,100 ) 1,036,280

受託事業収益 2,899,000 3,194,660 △ 295,660

指定管理受託事業収益 147,539,280 147,269,240 270,040

教室大会事業収益 11,705,000 10,642,500 1,062,500

健康増進支援事業収益 523,100 523,700 △ 600

④ 受取補助金 ( 21,500,000 ) ( 21,500,000 ) 0

受取地方公共団体補助金 21,500,000 21,500,000 0

⑤ 受取負担金 ( 1,188,400 ) ( 1,147,600 ) 40,800

受取負担金 1,188,400 1,147,600 40,800

⑥ 受取寄付金 ( 1,510,000 ) ( 1,837,000 ) △ 327,000

受取寄付金 1,510,000 1,837,000 △ 327,000

⑦ 雑収益 ( 1,355,931 ) ( 716,963 ) 638,968

雑収益 1,355,931 716,963 638,968

 経常収益計 188,227,701 186,849,172 1,378,529

(2) 経常費用

① 事業費 ( 180,401,877 ) ( 182,569,884 ) △ 2,168,007

給料手当 44,668,547 48,605,908 △ 3,937,361

賃金 19,543,555 19,680,779 △ 137,224

法定福利費 6,979,009 7,830,815 △ 851,806

退職給付費用 4,533,479 3,192,401 1,341,078

厚生費 147,754 244,630 △ 96,876

会議費 25,920 23,816 2,104

諸謝金 7,998,700 7,706,500 292,200

旅費交通費 215,452 169,080 46,372

交際費 20,000 0 20,000

通信運搬費 824,067 817,489 6,578

消耗品費 5,916,194 4,638,858 1,277,336

印刷製本費 339,444 226,800 112,644

燃料費 154,496 122,103 32,393

光熱水費 2,380,936 2,697,879 △ 316,943

修繕費 1,586,411 1,778,029 △ 191,618

賃借料 1,496,320 1,517,685 △ 21,365

保険料 657,850 766,616 △ 108,766

手数料 178,343 124,593 53,750

広告料 81,000 89,640 △ 8,640

公益財団法人市原市体育協会正味財産増減計算書

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

科　　　　　　　　目



当　年　度 前　年　度 増　　　減科　　　　　　　　目

租税公課 6,710,500 6,435,900 274,600

支払補助金 8,567,120 8,372,640 194,480

委託費 67,050,699 67,201,642 △ 150,943

車両運搬具減価償却費 320,681 320,681 0

雑費 5,400 5,400 0

② 管理費 ( 2,331,830 ) ( 2,245,261 ) 86,569

役員報酬 558,000 414,000 144,000

給料手当 836,579 889,387 △ 52,808

法定福利費 129,437 143,288 △ 13,851

退職給付費用 65,702 46,266 19,436

会議費 9,600 7,336 2,264

旅費交通費 11,160 11,880 △ 720

交際費 90,000 124,000 △ 34,000

通信運搬費 7,524 3,147 4,377

消耗品費 48,860 46,039 2,821

印刷製本費 69,984 69,984 0

保険料 27,550 26,900 650

手数料 3,234 4,334 △ 1,100

租税公課 1,700 1,200 500

諸会費 123,500 123,500 0

支払寄付金 25,000 10,000 15,000

委託費 324,000 324,000 0

 経常費用計 182,733,707 184,815,145 △ 2,081,438

 当期経常増減額 5,493,994 2,034,027 3,459,967

２　経常外増減の部 0

(1) 経常外収益 0

① 固定資産売却益 ( 0 ) ( 0 ) 0

車両運搬具売却益 0 0 0

② 固定資産受贈益 ( 0 ) ( 0 ) 0

車両運搬具受贈益 0 0 0

 経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用 0

 経常外費用計 0 0 0

 当期経常外増減額 0 0 0

 当期一般正味財産増減額 5,493,994 2,034,027 3,459,967

 一般正味財産期首残高 28,764,802 26,730,775 2,034,027

 一般正味財産期末残高 34,258,796 28,764,802 5,493,994

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0

 当期指定正味財産増減額 0 0 0

 指定正味財産期首残高 53,908,462 53,908,462 0

 指定正味財産期末残高 53,908,462 53,908,462 0

Ⅲ　正味財産期末合計額 88,167,258 82,673,264 5,493,994



(単位:円)

法人会計 内部取引消去 合　　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

(1) 経常収益

① 基本財産運用益 ( 5,390 ) ( 0 ) ( 5,390 )

基本財産受取利息 5,390 5,390

② 特定資産運用益 ( 1,600 ) ( 0 ) ( 1,600 )

特定資産受取利息 1,600 1,600

③ 事業収益 ( 162,666,380 ) ( 0 ) ( 162,666,380 )

受託事業収益 2,899,000 2,899,000

指定管理受託事業収益 147,539,280 147,539,280

教室大会事業収益 11,705,000 11,705,000

健康増進支援事業収益 523,100 523,100

④ 受取補助金 ( 17,200,000 ) ( 4,300,000 ) ( 21,500,000 )

受取地方公共団体補助金 17,200,000 4,300,000 21,500,000

⑤ 受取負担金 ( 1,188,400 ) ( 0 ) ( 1,188,400 )

受取負担金 1,188,400 1,188,400

⑥ 受取寄付金 ( 1,510,000 ) ( 0 ) ( 1,510,000 )

受取寄付金 1,510,000 1,510,000

⑦ 雑収益 ( 1,355,931 ) ( 0 ) ( 1,355,931 )

雑収益 1,355,931 1,355,931

 経常収益計 183,927,701 4,300,000 188,227,701

(2) 経常費用

① 事業費 ( 180,401,877 ) ( 0 ) ( 180,401,877 )

給料手当 44,668,547 44,668,547

賃金 19,543,555 19,543,555

法定福利費 6,979,009 6,979,009

退職給付費用 4,533,479 4,533,479

厚生費 147,754 147,754

会議費 25,920 25,920

諸謝金 7,998,700 7,998,700

旅費交通費 215,452 215,452

交際費 20,000 20,000

通信運搬費 824,067 824,067

消耗品費 5,916,194 5,916,194

印刷製本費 339,444 339,444

燃料費 154,496 154,496

光熱水費 2,380,936 2,380,936

修繕費 1,586,411 1,586,411

賃借料 1,496,320 1,496,320

保険料 657,850 657,850

手数料 178,343 178,343

広告料 81,000 81,000

公益財団法人市原市体育協会正味財産増減計算書内訳表

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

科　　　　　　　　目 公益目的事業会計



法人会計 内部取引消去 合　　計科　　　　　　　　目 公益目的事業会計

租税公課 6,710,500 6,710,500

支払補助金 8,567,120 8,567,120

委託費 67,050,699 67,050,699

車両運搬具減価償却費 320,681 320,681

雑費 5,400 5,400

② 管理費 ( 0 ) ( 2,331,830 ) ( 2,331,830 )

役員報酬 558,000 558,000

給料手当 836,579 836,579

法定福利費 129,437 129,437

退職給付費用 65,702 65,702

会議費 9,600 9,600

旅費交通費 11,160 11,160

交際費 90,000 90,000

通信運搬費 7,524 7,524

消耗品費 48,860 48,860

印刷製本費 69,984 69,984

保険料 27,550 27,550

手数料 3,234 3,234

租税公課 1,700 1,700

諸会費 123,500 123,500

支払寄付金 25,000 25,000

委託費 324,000 324,000

 経常費用計 180,401,877 2,331,830 182,733,707

 当期経常増減額 3,525,824 1,968,170 5,493,994

２　経常外増減の部

(1) 経常外収益

① 固定資産売却益 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

車両運搬具売却益 0 0

② 固定資産受贈益 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

車両運搬具受贈益 0 0

 経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用

 経常外費用計 0 0 0

 当期経常外増減額 0 0 0

 当期一般正味財産増減額 3,525,824 1,968,170 5,493,994

 一般正味財産期首残高 23,435,291 5,329,511 28,764,802

 一般正味財産期末残高 26,961,115 7,297,681 34,258,796

Ⅱ　指定正味財産増減の部

 当期指定正味財産増減額 0 0 0

 指定正味財産期首残高 53,908,462 0 53,908,462

 指定正味財産期末残高 53,908,462 0 53,908,462

Ⅲ　正味財産期末合計額 80,869,577 7,297,681 88,167,258



(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

現金預金

　郵便振替貯金 ゆうちょ銀行 公益目的事業及び法人管理業務の運転資金 209,530

　普通預金
千葉銀行市原市役所
出張所(3039392)

　　　〃 20,379,194

（決済用普通預金） 千葉銀行市原市役所
出張所(3107894)

　　　〃 3,400,077

千葉銀行市原市役所
出張所(3107878)

　　　〃 5,031,299

千葉銀行市原市役所
出張所(3107886)

　　　〃 1,011,469

千葉興業銀行国分寺
台支店

　　　〃 17,210

市原市農業協同組合
本店

　　　〃 71,891

千葉信用金庫国分寺
台支店

　　　〃 16,778

京葉銀行国分寺台支店 　　　〃 16,778

みずほ銀行五井支店 　　　〃 17,210

館山信用金庫若宮支店 　　　〃 18,318

　小口現金 手元保管 　　　〃 250,000

〔現金預金計〕 30,439,754

未収金 市原市ほか計８件 施設管理受託料ほか 19,351,636

前払金 436,970

 流動資産合計 50,228,360

(固定資産)

 基本財産 定期預金
千葉銀行市原市役所
出張所

公益目的保有財産であり、運用益を公益
目的事業の財源として使用している。

10,000,000

千葉興業銀行国分寺
台支店

　　　〃 10,000,000

千葉信用金庫国分寺
台支店

　　　〃 10,000,000

京葉銀行国分寺台支店 　　　〃 10,000,000

みずほ銀行五井支店 　　　〃 10,000,000

館山信用金庫若宮支店 　　　〃 3,908,462

〔定期預金計〕 53,908,462

 特定資産 退職給付引当資産
定期預金　市原市農
業協同組合本店

退職給付引当金見合の引当資産 10,000,000

定期預金　館山信用
金庫若宮支店

　　　〃 6,000,000

普通預金（決済用）千葉
銀行市原市役所出張所

　　　〃 17,475,733

〔退職給付引当資産計〕 33,475,733

減価償却引当資産
普通預金（決済用）千
葉銀行市原市役所出張
所

公益目的事業の積立資産であり、減価償
却資産の取替えのための資金として管理
されている預金

2,126,214

 その他の 車両運搬具 ３台 公益目的保有財産 213,790

 固定資産 預託金 車両リサイクル料 　　　〃 23,110

 固定資産合計 89,747,309

 資産合計 139,975,669

公益財団法人市原市体育協会財産目録

平成３０年３月３１日現在

貸借対照表科目



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

(流動負債)

未払金 職員 職員に係る未払金 1,673,730

グリーンターフ㈱他 公益事業に係る未払金 9,106,905

市原南郵便局他 法人管理に係る未払金 6,464

千葉南税務署 消費税等未払額 1,634,500

〔未払金計〕 12,421,599

前受金 スポーツ教室参加料 1,065,300

預り金 給与等に係る預り金 246,598

 流動負債合計 13,733,497

(固定負債)

退職給付引当金 職員 職員７名に対する退職給付金の引当金 38,074,914

 固定負債合計 38,074,914

 負債合計 51,808,411

 正味財産 88,167,258


