
令 和 元 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 岩 﨑 修 一 非常勤

理　事 常 澄 忠 男 非常勤 監　事 齋 藤 精 非常勤

鶴 岡 み つ 子 非常勤

常務理事 齋 藤 和 夫 常　勤 理　事 鈴 木 茂 非常勤

理　事 泉 水 正 非常勤 監　事 景 山 秀 貴 非常勤

理　事 鈴 木 恒 行 非常勤 理　事 岡 田 直 美 非常勤

理　事 桐 谷 芳 孝 非常勤 理　事

令和元年度  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７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スポーツ協会との連絡、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

理事長 下 原 正 規 非常勤 理　事 大 沢 孝 文 非常勤

専務理事 齊 藤 雅 宏 常　勤 理　事 外 崎 弘 文 非常勤

副理事長 松 本 克 彦 非常勤 理　事 河 野 一 雄 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）

54名

弓道（Ａ） 高校生以上 143名

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（Ａ） 一般 157名

ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（Ｂ） 一般 142名

硬式卓球（Ａ） 一般 209名

硬式卓球（Ｂ） 一般 217名

剣道（初中上級） 小・中学生 126名

剣道（2級以上） 中学生以上 200名

種　目 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

剣道（３級以上） 小学生以上

ゼットエー武道場

前期：４～　８月

１０回

91名

弓道（Ｂ） 高校生以上 191名

弓道（C） 高校生以上 162名

剣道（やさしい女性） 女性

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

6,509名

308日

18名/日 542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

337日

159名/日 4,466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

53,587名

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

90,559名

320日

283名/日 7,547名/月



　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）

夏休みＲＵＮラン 小学生 8/1 ２回 128名

トレーニング教室 一般 7/12・19 2回 27名
ゼットエー武道場

トレーニング教室（夕方） 一般 8/24 １回 4名

トレーニング教室（ホリデー）一般 8/11 １回 9名

ウィンターエアロビクス 一般 1月～2月の月曜 7回 227名

種　目 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

サマーエアロビクス 一般 7月～8月の月曜 3回ゼットエー武道場

臨海体育館

ゴルフ場でノルディックウォーキング 一般 南総カントリークラブ 12/16（月） １回 98名

4月～11月の第3土曜 ６回

ゲートボール教室 60歳以上 市原市ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 9/4・18・25・10/2 4回 27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 1,899名小学生

女性（小学生以上）

36名

夏休みヒップホップ 小学生以上 8/2 １回 54名

ノルディックウォーキング 一般 21名

スキー 小学3年生以上 木島平スキー場 1/24～26 33名

太極拳 一般

ゼットエー武道場

4月～10月　　２期  前期10回後期5回

ピラティス 一般 7月～8月 各５回 75名

ヨガ 一般 7月～8月 各５回

アロマストレッチ 一般 7月 ５回 60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～ 6月　後期：8～11月

各期10回 2,560名

スケート 小学生以上 姉崎ｽｹｰﾄ場 12/16・17・18・20・23 115名

ソフトテニス 一般 市津運動広場
臨海第２庭球場

700名

ｴｱﾛﾋﾞｸｽ＆ストレッチ 一般 臨海体育館 1,680名

やさしいヨガ 一般 アネッサ 1,460名

テニス 一般 640名

バドミントン 女性 臨海体育館 984名

各期10回

各期10回

各期12回前期:4～7月
後期:9～12月

小学生以上 78名

アーチェリー 小学生以上 137名

種　目 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

15名

柔道 小・中・高校生 95名

相撲 小・中学生 93名

なぎなた 高校生以上

ゼットエー武道場

前期：４～　８月

１０回

83名

合気道 女性 94名

空手道 小学生以上

ビームライフル 小5年生以上 38名

少林寺拳法 小4年生以上 47名

ボクシング

350名

45名

138名

シェイプアップ 一般 5月～１0月の2期 各8回 432名

少年少女卓球 小学生 8/7～8/22　 2期 各３回 612名

ストレッチ＆ロコトレ 一般 7/4・11・18 3回



（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

親善交流
ゲートボール大会

市原市
ゲートボール場

7月24日（木）
各支部からチームを選抜して実
施

80名

第11回市原市民
スナッグゴルフ大会

市原スポレクパーク 9月24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

28名

第69回千葉県民体育大会
市原市選手団派遣

県内各所
（一部県外）

8月下旬～3月
郡市対抗競技会（夏季・秋季・冬
季）市代表選手団の編成及び派
遣

486名

第6回体育協会杯
グラウンドゴルフ大会

市原スポレクパーク 11月29日（金） 市内愛好者の大会 163名

第5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24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

63名

第69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18日（日）
市代表選手・監督及び関係者等
が出席（市共催）

104名

第26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14日（日）
中学生・高校生・大学生・一般を
対象とした公認記録会

1,205名

ふれあいボッチャ体験会 一般 9月7日（土） 障がい者とのスポーツを通じた交流会 40名

市原市スポーツ指導者セミ
ナー

スポーツボランティア登録
者セミナー

ゼットエー武道場

ゼットエー武道場

8月4日（日）

8月4日（日） 16名
スポーツボランティア登録者を対
象とした講習会

市内スポーツ指導者の資質向
上を目的とした講習会

67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5日（金）
初級・中級・上級にクラス分けし
て実施

50名

特別な支援が必要な児
童・生徒の体力向上事業

ゼットエー武道場 4月2日（火）
特別な支援が必要な児童・生徒
に施設を開放し体力の向上をサ
ポート

100名

フレッシュ弓道大会 ゼットエー武道場 9月28日(土)
弓道経験者で大会参加未経験
者を対象とした大会

20名

第51回市民体育大会 市内・市外各会場 種目毎に開催
３１種目を関係加盟団体の主管
によりそれぞれに実施

18,206名

市原市マラソンベンチプレ
ス大会

ゼットエー武道場 10月13日(日)
自分の体重で何回挙上出来る
かを競う大会

台風の為、
中止

ビームライフル大会 ゼットエー武道場 3月28日（日）
親子・中学生・一般の3部門にて
実施。ライフル競技に親しむ大
会。

コロナウイルス
の為、中止

事業名 会場 開催日 説明 参加者

平成31年度
ちびっこ武道大会

ゼットエー武道場 6月9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

284名

内　容 対　象 会　場 開催期間・回数等 延べ参加者

少人数トレーニング指導 中学生以上 通年 0名

トレーニング相談 中学生以上 通年 随時

40名

ベンチプレス記録会 高校生以上 ゼットエー武道場 6月23日 1回 4名

ノルディックウォーキング 一般
市原スポレクパーク

10/21・28 ２回 13名

タグラグビー 小学生 毎月　第２日曜日 １0回



（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

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30回２０１９市原市少年の翼」事業への補助金の交付

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

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２１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

事業 件数

　各種団体が主催するスポーツ関連事業の後援 24件

事業名 説　明

「第4回市原市少年相撲教
室」の主管

ゼットエー武道場 6月16日（日）
大相撲境川部屋による相撲教
室を実施

1500名

「第46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）

令和2年
1月11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

2146

「国際スポーツ交流
第30回2019市原市少年の
翼」の主管

サッカー：
台湾　台北市

8月22日（木）
～ 25日（日）

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：38名
役員：24名ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ：

台湾　台北市
8月2日（金）
～ 5日（月）

第７０回大会 コロナウイルス感染症拡大予防の為、スケート競技のみ実施

事業 会場 開催日 説明 参加者

第７０回冬季大会（スキー・スケート）
木島平スキー場
アクアリンクちば

3月6日～ 3月8日
8月3日

中止
11名

(イ）市原市成績

第６９回大会 男子総合8位　　女子総合7位　　男女総合７位

第６９回夏季大会（水泳） 千葉県国際水泳場 9月1日 34名

第６９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26日～2月11日 377名

(ア）参加状況

大会区分 会場 開催日 参加者

第6回TAIKYOU CUP
小学生サッカー大会

市原スポレクパーク
　　3月14日（土）
　　　　 15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）

コロナウイルス
の為、中止

千葉県民体育大会選手団派遣

第14回更級旗
中学生剣道錬成大会

市原中央高等学
校

　　1月11日（土）
　　　  12日（日）

県内外の中学校チームによる団体
戦錬成大会（参加68チーム）

680名

第13回市原
ちびっこサッカー大会

市原スポレクパーク
　　2月  8日（土）
　　　　  9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）

1,210名

第26回市原市
ベンチプレス大会

ゼットエー武道場 10月13日（日）
性別・体重・年齢でクラス分けを
して実施

台風の為、
中止

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3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

80名



５．　普及・啓発事業

（１）スポーツ顕彰

（２）スポーツ指導者の養成及び派遣

（３）情報収集及び提供

スポーツボランティア登録者講習会の
開催

（会場）ゼットエー武道場会議室　　（開催日）8月4日（日）
　『スポーツボランティア講座』
　　　　　　講師：帝京平成大学　准教授　馬場　宏輝　氏

セミナー参加者数：　　16名

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

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

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：12回　　　総参加者数：200名

事業名 説　明

スポーツボランティア登録制度の運営

スポーツボランティア登録者の管理や各種団体からのスポーツボラン
ティア派遣要請に対し、登録者を紹介。

紹介件数： 7件 派遣者総数　112名

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）8月4日（日）
　『夏季スポーツ活動におけるコンディショニング』
　　　　　　講師：帝京平成大学　教授　高橋　仁　氏

セミナー参加者数：　　67名　（うち更新含む認定者35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：　　　0件

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

千葉県教育委員会表彰
　　地方体育振興功労者１名　生涯スポーツ優良団体１
　　　　　　　　　　　　　　 （推薦書提出先　市原市）

千葉県スポーツ協会表彰
　　功労章１名　（推薦書提出先　千葉県スポーツ協会）

市原市表彰
　　社会功労表彰3名 　（推薦書提出先　市原市）

市原市議会スポーツ表彰
　　団体10、個人9名　　（推薦書提出先　市原市）

他団体等の実施する表彰事業への候
補者推薦

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）令和2年1月25日（土）
　　功労賞：個人12名　勲功賞：団体6、個人15名　感謝状：個人3名



【３】会　議

（１）理事会

（２）評議員会

第２回 R1.6.11
第２号 市原市体育協会の名称に関するアンケートの実施について 原案可決

第１号

第２号

第３号

第２回 R2.1.30
第１号 名称変更に伴う定款及び諸規程の一部改正について 原案可決

第２号 役員及び評議員の報酬及びに費用に関する規程の一部改正について 原案可決

第５号 ロゴマークの変更について 原案可決

回数 開催日 提　出　議　案 経過

第１号 代表理事・業務執行理事及び専務理事・常務理事の選定について 原案可決

第１号 令和２年度事業計画及び収支予算について 原案可決

第２号 名称変更に伴う諸規則、諸規程の一部改正について 原案可決

平成３１年度加盟団体の負担金について 原案可決

第３号 平成３１年度定時評議員会の招集について 原案可決

回数 開催日 提　出　議　案 経過

第１号 平成３０年度事業報告及び決算について 原案可決

第２号第１回 R1.5.14

第１回 R1.6.16
第１号
第２号

平成３０年度決算について
理事・監事の選任について

原案可決
原案可決

R1.12.5第３回

表彰規程の一部改正について 原案否決

平成３１年度体育功労賞等表彰者の決定について 原案可決

原案可決平成３１年度臨時評議委員会の招集について

第４号

第４回 R2.3.25

臨時職員就業規則の一部改正について 原案可決

第３号 就業規則の一部改正について 原案可決



(単位:円)

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 14,925,048 31,061,348 △ 16,136,300

未収金 33,712,957 19,712,966 13,999,991

前払金 441,470 490,590 △ 49,120

流動資産合計 49,079,475 51,264,904 △ 2,185,429

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 25,339,264 38,034,914 △ 12,695,650

減価償却引当資産 1,235,506 1,064,161 171,345

特定資産合計 26,574,770 39,099,075 △ 12,524,305

(3) その他の固定資産

車両運搬具 5,260,451 4,035,018 1,225,433

車両運搬具減価償却累計額 △ 3,175,100 △ 2,798,115 △ 376,985

什器備品 2,647,360 516,000 2,131,360

什器備品減価償却累計額 △ 287,943 △ 28,724 △ 259,219

預託金 25,820 25,640 180

その他の固定資産合計 4,470,588 1,749,819 2,720,769

固定資産合計 84,953,820 94,757,356 △ 9,803,536

資産合計 134,033,295 146,022,260 △ 11,988,965

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 13,115,264 12,458,366 656,898

前受金 0 967,100 △ 967,100

預り金 314,650 474,404 △ 159,754

流動負債合計 13,429,914 13,899,870 △ 469,956

２　固定負債

退職給付引当金 27,720,486 40,743,699 △ 13,023,213

固定負債合計 27,720,486 40,743,699 △ 13,023,213

負債合計 41,150,400 54,643,569 △ 13,493,169

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 38,974,433 37,470,229 1,504,204

（うち特定資産への充当額） ( 1,235,506 ) ( 1,064,161 ) 171,345

正味財産合計 92,882,895 91,378,691 1,504,204

負債及び正味財産合計 134,033,295 146,022,260 △ 11,988,965

公益財団法人市原市体育協会貸借対照表

令和２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 ) ( 5,390 ) 0

基本財産受取利息 5,390 5,390 0

② 特定資産運用益 ( 1,603 ) ( 1,600 ) 3

特定資産受取利息 1,603 1,600 3

③ 事業収益 ( 163,328,380 ) ( 164,392,276 ) △ 1,063,896

受託事業収益 2,947,130 2,899,000 48,130

指定管理受託事業収益 149,908,750 148,753,576 1,155,174

教室大会事業収益 10,208,900 12,311,700 △ 2,102,800

健康増進支援事業収益 263,600 428,000 △ 164,400

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 ( 1,174,200 ) ( 1,188,200 ) △ 14,000

受取負担金 1,174,200 1,188,200 △ 14,000

⑥ 受取寄付金 ( 440,000 ) ( 1,250,000 ) △ 810,000

受取寄付金 440,000 1,250,000 △ 810,000

⑦ 雑収益 ( 929,510 ) ( 1,335,291 ) △ 405,781

雑収益 929,510 1,335,291 △ 405,781

 経常収益計 187,379,083 189,672,757 △ 2,293,674

(2) 経常費用

① 事業費 ( 183,144,250 ) ( 184,127,499 ) △ 983,249

給料手当 47,922,464 46,763,771 1,158,693

賃金 19,836,460 20,840,568 △ 1,004,108

法定福利費 7,401,198 7,205,634 195,564

退職給付費用 2,347,205 2,630,660 △ 283,455

厚生費 194,865 185,609 9,256

会議費 6,110 17,820 △ 11,710

諸謝金 5,741,500 8,017,900 △ 2,276,400

旅費交通費 207,800 247,070 △ 39,270

交際費 12,000 20,000 △ 8,000

通信運搬費 934,926 848,020 86,906

消耗品費 8,033,477 6,450,447 1,583,030

印刷製本費 161,468 271,404 △ 109,936

燃料費 147,104 151,997 △ 4,893

光熱水費 2,509,320 2,546,754 △ 37,434

修繕費 1,746,130 1,580,256 165,874

賃借料 1,413,711 1,433,055 △ 19,344

保険料 752,750 720,540 32,210

手数料 200,295 170,322 29,973

広告料 81,750 81,000 750

公益財団法人市原市体育協会正味財産増減計算書

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

科　　　　　　　　目



当　年　度 前　年　度 増　　　減科　　　　　　　　目

租税公課 5,854,100 6,346,700 △ 492,600

支払補助金 8,381,422 8,793,560 △ 412,138

委託費 68,454,491 68,257,068 197,423

車両運搬具減価償却費 376,985 351,220 25,765

什器備品減価償却費 259,219 28,724 230,495

雑費 167,500 167,400 100

② 管理費 ( 2,757,408 ) ( 2,333,824 ) 423,584

役員報酬 830,000 486,000 344,000

給料手当 856,663 866,262 △ 9,599

法定福利費 130,346 133,209 △ 2,863

退職給付費用 34,017 38,125 △ 4,108

会議費 19,848 7,812 12,036

旅費交通費 12,740 8,000 4,740

交際費 187,700 148,000 39,700

通信運搬費 6,810 3,714 3,096

消耗品費 100,500 57,784 42,716

印刷製本費 69,984 69,984 0

保険料 24,950 26,900 △ 1,950

手数料 3,350 3,234 116

租税公課 2,000 2,300 △ 300

諸会費 123,500 123,500 0

支払寄付金 25,000 35,000 △ 10,000

委託費 330,000 324,000 6,000

 経常費用計 185,901,658 186,461,323 △ 559,665

 当期経常増減額 1,477,425 3,211,434 △ 1,734,009

２　経常外増減の部

(1) 経常外収益

① 固定資産売却益 ( 26,779 ) ( 0 ) 26,779

車両運搬具売却益 26,779 26,779

 経常外収益計 26,779 0 26,779

(2) 経常外費用

① 固定資産売却損 ( 0 ) ( 1 ) △ 1

車両運搬具売却損 0 1 △ 1

 経常外費用計 0 1 △ 1

 当期経常外増減額 26,779 △ 1 26,780

 当期一般正味財産増減額 1,504,204 3,211,433 △ 1,707,229

 一般正味財産期首残高 37,470,229 34,258,796 3,211,433

 一般正味財産期末残高 38,974,433 37,470,229 1,504,204

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 92,882,895 91,378,691 1,504,204



(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 ( 1,603 ) ( 0 ) ( 1,603 )

特定資産受取利息 1,603 1,603

③ 事業収益 ( 163,328,380 ) ( 0 ) ( 163,328,380 )

受託事業収益 2,947,130 2,947,130

指定管理受託事業収益 149,908,750 149,908,750

教室大会事業収益 10,208,900 10,208,900

健康増進支援事業収益 263,600 263,600

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 ( 1,174,200 ) ( 0 ) ( 1,174,200 )

受取負担金 1,174,200 1,174,200

⑥ 受取寄付金 ( 440,000 ) ( 0 ) ( 440,000 )

受取寄付金 440,000 440,000

⑦ 雑収益 ( 929,510 ) ( 0 ) ( 929,510 )

雑収益 929,510 929,510

 経常収益計 183,079,083 4,300,000 187,379,083

(2) 経常費用

① 事業費 ( 183,144,250 ) ( 0 ) ( 183,144,250 )

給料手当 47,922,464 47,922,464

賃金 19,836,460 19,836,460

法定福利費 7,401,198 7,401,198

退職給付費用 2,347,205 2,347,205

厚生費 194,865 194,865

会議費 6,110 6,110

諸謝金 5,741,500 5,741,500

旅費交通費 207,800 207,800

交際費 12,000 12,000

通信運搬費 934,926 934,926

消耗品費 8,033,477 8,033,477

印刷製本費 161,468 161,468

燃料費 147,104 147,104

光熱水費 2,509,320 2,509,320

修繕費 1,746,130 1,746,130

賃借料 1,413,711 1,413,711

保険料 752,750 752,750

手数料 200,295 200,295

広告料 81,750 81,750

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３１年４月１日から令和２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 5,854,100 5,854,100

支払補助金 8,381,422 8,381,422

委託費 68,454,491 68,454,491

車両運搬具減価償却費 376,985 376,985

什器備品減価償却費 259,219 259,219

雑費 167,500 167,500

② 管理費 ( 0 ) ( 2,757,408 ) ( 2,757,408 )

役員報酬 830,000 830,000

給料手当 856,663 856,663

法定福利費 130,346 130,346

退職給付費用 34,017 34,017

会議費 19,848 19,848

旅費交通費 12,740 12,740

交際費 187,700 187,700

通信運搬費 6,810 6,810

消耗品費 100,500 100,500

印刷製本費 69,984 69,984

保険料 24,950 24,950

手数料 3,350 3,350

租税公課 2,000 2,000

諸会費 123,500 123,500

支払寄付金 25,000 25,000

委託費 330,000 330,000

 経常費用計 183,144,250 2,757,408 185,901,658

 当期経常増減額 △ 65,167 1,542,592 1,477,425

２　経常外増減の部

(1) 経常外収益

① 固定資産売却益 ( 26,779 ) ( 0 ) ( 26,779 )

車両運搬具売却益 26,779 0 26,779

 経常外収益計 26,779 0 26,779

(2) 経常外費用

 経常外費用計 0 0 0

 当期経常外増減額 26,779 0 26,779

 当期一般正味財産増減額 △ 38,388 1,542,592 1,504,204

 一般正味財産期首残高 28,206,372 9,263,857 37,470,229

 一般正味財産期末残高 28,167,984 10,806,449 38,974,433

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 82,076,446 10,806,449 92,882,895



(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 166,870

　普通預金
千葉銀行市原市役所
出張所(3039392)

　　　〃 10,319,156

（決済用普通預金） 千葉銀行市原市役所
出張所(3107894)

　　　〃 3,399,173

千葉銀行市原市役所
出張所(3107878)

　　　〃 1,277

千葉銀行市原市役所
出張所(3107886)

　　　〃 309,224

千葉興業銀行国分寺
台支店

　　　〃 18,454

市原市農業協同組合
本店

　　　〃 387,069

千葉信用金庫国分寺
台支店

　　　〃 17,914

京葉銀行国分寺台支店 　　　〃 17,914

みずほ銀行五井支店 　　　〃 18,562

館山信用金庫若宮支店 　　　〃 19,435

　小口現金 手元保管 　　　〃 250,000

〔現金預金計〕 14,925,048

未収金 市原市ほか計８件 施設管理受託料ほか 33,712,957

前払金 441,470

 流動資産合計 49,079,475

(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

　　　〃 9,339,264

〔退職給付引当資産計〕 25,339,264

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

1,235,506

 その他の 車両運搬具 ３台 公益目的保有財産 2,085,351

 固定資産 什器備品 ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ２台他 公益目的保有財産 2,359,417

預託金 車両リサイクル料 　　　〃 25,820

 固定資産合計 84,953,820

 資産合計 134,033,295

公益財団法人市原市体育協会財産目録

令和２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 1,597,016

グリーンターフ㈱他 公益事業に係る未払金 10,567,372

市原郵便局 法人管理に係る未払金 1,676

千葉南税務署 消費税等未払額 949,200

〔未払金計〕 13,115,264

預り金 給与等に係る預り金 314,650

 流動負債合計 13,429,914

(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 27,720,486

 固定負債合計 27,720,486

 負債合計 41,150,400

 正味財産 92,882,895


