
決 算 報 告 書 

（第２期） 

自 平成２５年４月 １日 

至 平成２６年３月３１日 

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

電話：０３－６４４１－２０４５ 



一般社団法人  日本スポーツツーリズム推進機構 （単位:円）

科目 金額 科目 金額
  １．流動資産   １．流動負債
          現金 15,196           未払金 748,353
          普通預金 140,418           未払法人税等 70,000
          前払費用 547,059           前受金 230,000
          未収入金 100,000           預り金 21,441

          仮受金 31,180
        流動資産合計 802,673         流動負債合計

        負債合計 1,100,974

  ２．固定資産 科目 金額
    (1) 基本財産   １．基金
        基本財産合計 0           基金 0
    (2) 特定資産   ２．指定正味財産
        特定資産合計 0         指定正味財産合計 0
    (3) その他固定資産   ３．一般正味財産
          差入保証金 693,252     (1)代替基金 0
        その他固定資産合計 693,252     (2)その他一般正味財産 394,951
        固定資産合計 693,252         一般正味財産合計 394,951

        正味財産合計 394,951
        資産合計 1,495,925         負債及び正味財産合計 1,495,925

正味財産の部

負債の部資産の部

貸借対照表
平成26年 3月31日現在



一般社団法人  日本スポーツツーリズム推進機構 (単位：円)
科        目 金額

Ⅰ　一般正味財産増減の部
  １．経常増減の部
    (1) 経常収益
          会費収入 16,390,000
          事業収入 11,378,833
        経常収益計 27,768,833
    (2) 経常費用
          事業費
　　　　　　国内プロモーション 7,355,279
　　　　　　地域スポーツコミッション設立支援 150,790
　　　　　　国際プロモーション 11,335,350
　　　　　　情報発信・広報 2,163,470
　　　　　　調査研究、各種表彰・顕彰、イベント後援 384,731
          管理費
          　給料手当 40,000
          　外注費 3,548,247
          　会議費 427,313
          　旅費交通費 341,590
          　通信運搬費 285,674
          　消耗什器備品費 370,930
          　消耗品費 372,624
          　印刷製本費 1,149,915
          　光熱水料費 299,962
          　賃借料 1,621,249
          　租税公課 15,450
          　支払手数料 17,760
          　雑費 112,041
        経常費用計 29,992,375
          当期経常増減額 -2,223,542
  ２．経常外増減の部
    (1) 経常外収益
          受取利息 1,087
        経常外収益計 1,087
    (2) 経常外費用
        経常外費用計 0
          当期経常外増減額 1,087
          税引前当期一般正味財産増減額 -2,222,455
          法人税、住民税及び事業税 70,000
          当期一般正味財産増減額 -2,292,455
          一般正味財産期首残高 2,687,406
          一般正味財産期末残高 394,951
Ⅱ　指定正味財産増減の部
          当期指定正味財産増減額 0
          指定正味財産期首残高 0
          指定正味財産期末残高 0
Ⅲ　基金増減の部
          当期基金増減額 0
          基金期首残高 0
          基金期末残高 0
Ⅳ　正味財産期末残高 394,951

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
正味財産増減計算書



一般会計
場所・物量等 使用目的等 金        額

  (流動資産)
現金 本社 運転資金として 15,196
普通預金 三井住友銀行/高田馬場支店 運転資金として 140,418
前払費用 ㈱JTBコーポレートセールスほか 26年対応分経費 547,059
未収入金 横浜市ほか 年会費ほか 100,000

802,673
  (固定資産)

差入保証金 共同通信会館 本社事務所 693,252
693,252

1,495,925
  (流動負債)

未払金 ㈱on the shoreほか 経費立替分 748,353
未払法人税等 港都税事務所 法人都民税 70,000
前受金 会員企業 年会費 230,000
預り金 芝税務署 源泉所得税 21,441
仮受金 宮本氏 経費立替分 31,180

1,100,974
1,100,974

394,951     正味財産

   流動負債合計

     資産合計
   固定資産合計

   流動資産合計

貸借対照表科目

財産目録
平成26年 3月31日現在

（単位:円）

     負債合計



1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）.消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高はありません。

3.担保に供している資産及び保証債務はありません。

4.基金及び代替基金の増減額及びその残高はありません。

上記の通りご報告申し上げます。

平成 26年　6月  23日

一般社団法人  日本スポーツツーリズム推進機構

代表理事    原田  宗彦

個別注記表



監査報告書 
 

平成２６年６月１６日 

 

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 

代表理事 原田 宗彦殿 

 

 

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 

監事 吉永 憲 

 

 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの平成２５年度における一般社団法人

日本スポーツツーリズム推進機構の会計及び業務の監査を行い、その結果を報告します。 

 

 

１．監査の方法 

（１） 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続

きを用いて計算書類の正確性を検討した。 

（２） 業務監査については、理事会に出席し、理事からの報告を聴取し、関係書類の

閲覧などを行い、業務執行の妥当性を検討した。 

 

２．監査の結果 

（１） 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致、法

人の財政状況を正しく示しているものと認めます。 

（２） 事業報告の内容は、事実に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。 

 

 

以上 
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