
  号議案 
    年度 特定非営利活動法 係 事業 活動計算書

    年 月 日      年 月  日  

特定非営利活動法人千葉県    連盟

科  目 金額 単位 円 
  経常収益

  受取会費
   種会員受取会費         
   種会員受取会費         
  種 技術指導員会員受取会費                         

  受取寄付金     

  事業収益
  競技 普及拡大 指導員育成事業

    
  競技 競技者及 競技指導者育成事業
  競技力強化事業 県競推本部委託費 

国体選手強化     事業           
      強化事業         
      強化事業                     

  国体 全国予選会派遣事業
国体派遣           
     補助                  

  選手開拓事業
    開拓      教室主催                     
   教室受講料  月分他 

  競技会 企画運営事業
  県民体育大会主管 県体協委託費         
  県民体育大会 部主管 県体協委託費        
  県            競技会主催 中止   
             大会主催   

 参加料     万   他   万                      

  公認資格者 育成事業     

  学校体育及 地域    振興事業     

  高齢者 障害者  健康増進事業     

      医事指導事業     

  国際交流事業     

  施設 運営管理事業     

           運営管理事業
               主催     

     他 前各項達成 必要 事業               

    他収益
日本    連盟還付運営資金         
日本    連盟団体活性化助成金         
受取利息    
雑収入           

当期経常収益計            



  経常費用
  事業費

  競技 普及拡大 指導員育成事業
  開拓費    活性化助成事業 普及               

   競技 競技者及 競技指導者育成事業
  競技力強化事業

    競技強化事業費  次           
     競技強化事業費  次           
    競技強化事業費  次           
     競技強化事業費  次           
    競技強化事業費  次         
     競技強化事業費  次         
    競技強化事業費 国体            
     競技強化事業費 国体            
強化事業指導者謝金課税        
 派遣 強化共通運用費             
  特別強化費    活性化助成事業          
  特別強化費    活性化助成事業                    

  国体  全国予選会派遣事業
国体派遣費 宿泊費 交通費           
国体派遣補助                  
  保険   万 参加料   万      

  選手開拓事業
    開拓      教室主催                     
     費  万     役員経費     万 保険   万 貸靴費 万  月分   返金  万 手数料他 

  競技会 企画運営事業
  県民体育大会主管         

       中止        費 役員費他 
  県民体育大会 部主管        

             費 役員費他 
             大会主催           

    費   万 役員費   万 制作 参加賞    万     費   万 通信費   万 消耗品他   万 
  県            競技会主催 中止             

  公認資格者 育成事業     

  学校体育及 地域    振興事業     

  高齢者 障害者  健康増進事業     

      医事指導事業     

  国際交流事業     

  施設 運営管理事業     

           運営管理事業
               主催     

     他 前各項達成 必要 事業
  広報費                         

  支払会費 分担金
日本    連盟支払会費    種         
日本    連盟支払会費    種         
日本    連盟分担金        
千葉県    協会分担金         
千葉県    協会他寄付        
      台風被災見舞金         
県 協    保険分担金                

  管理費 強化管理費 含  
 事務消耗品 印刷費        



通信費        
慶弔 交際費       
会議費         
会議派遣費        
書籍     費        
備品費   
雑支出   
未収金処理           

    他 支出
手数料 千葉銀行       銀行               

経常費用計            
当期経常増減額         

  経常外収益
経常外収益計     

  経常外費用
経常外費用計     

税引前当期財産増減額         
法人事業税 非課税  法人住民税 免税   

当期正味財産増減額         
前期繰越正味財産額           
次期繰越正味財産額           

     年度単年収支       計         
     本体事業収支                   
         開拓教室事業収支         

     年度  繰越財産    計           
     本体事業繰越                   
         開拓教室事業繰越           

       本計算書中     公益財団法人日本    連盟 県 協 公益財団法人千葉県    協会 
      県教委 千葉県教育委員会 県競推本部 千葉県競技力向上推進本部     略



    年度 特定非営利活動法 係 事業 活動計算書
    年 月 日      年 月  日  

   法人千葉県    連盟

科  目 金額 単位 円 
  経常収益

  受取会費
   種会員受取会費         
   種会員受取会費         
  種 技術指導員会員受取会費                         

  受取寄付金     

  事業収益
  競技 普及拡大 指導員育成事業

    
  競技 競技者及 競技指導者育成事業
  競技力強化事業 県競推本部委託費 

国体選手強化     事業           
      強化事業         
      強化事業                     

  国体 全国予選会派遣事業 県競推本部 
国体派遣 宿泊費 交通費         
国体予選会派遣 宿泊費 交通費         
     補助                  

  選手開拓事業
    開拓    教室主催 休会継続     

  競技会 企画運営事業
  県民体育大会主管 県  協委託費他         
  県民体育大会 部主管 県  協委託費         
  県            競技会主催   
             大会主催 中止           

  公認資格者 育成事業     

  学校体育及 地域    振興事業     

  高齢者 障害者  健康増進事業     

      医事指導事業     

  国際交流事業     

  施設 運営管理事業     

           運営管理事業
               主催     

     他 前各項達成 必要 事業               

    他収益
日本    連盟還付運営資金         
日本    連盟団体活性化助成金         
受取利息    
雑収入           

当期経常収益計           



  経常費用
  事業費

  競技 普及拡大 指導員育成事業
  開拓費    活性化助成事業 普及               
         

   競技 競技者及 競技指導者育成事業
  競技力強化事業

国体選手強化     事業           
      競技強化      競技強化
      強化事業         
  法政           
      強化事業           
      競技強化      競技強化
  特別強化費    活性化助成事業          
  特別強化費    活性化助成事業                    

  国体  全国予選会派遣事業
全国予選会派遣費 宿泊費 交通費         
全国予選会補助 参加料他        
国体派遣費 宿泊費 交通費         
国体派遣補助         
  保険 参加料       
国体特別助成費                           

  選手開拓事業
    開拓    教室主催 休会継続     

  競技会 企画運営事業
  県民体育大会主管         

       中止     中止     費 役員費    対応機材他 
  県民体育大会 部主管         

             費 役員費他 
             大会主催 中止   
  県            競技会主催           

  公認資格者 育成事業     

  学校体育及 地域    振興事業     

  高齢者 障害者  健康増進事業     

      医事指導事業     

  国際交流事業     

  施設 運営管理事業     

           運営管理事業
               主催     

     他 前各項達成 必要 事業
  広報        管理費                         

  支払会費 分担金 寄付
日本    連盟支払会費    種         
日本    連盟支払会費    種         
日本    連盟分担金        
千葉県    協会分担金         
千葉県    協会寄付        
県 協    保険分担金                

  管理費 強化管理費 含  
 事務消耗品 印刷費        

通信費        



慶弔 交際費   
会議費   
会議派遣費        
書籍     費        
備品費   
雑支出   
未収金処理           

    他 支出
手数料               

経常費用計           
当期経常増減額          

  経常外収益
経常外収益計     

  経常外費用
経常外費用計     

税引前当期財産増減額          
法人事業税 非課税    法人住民税 免税   

当期正味財産増減額          
前期繰越正味財産額           
次期繰越正味財産額           

     年度単年収支  計          

     年度  繰越財産    計           

       本計算書中     公益財団法人日本    連盟 県 協 公益財団法人千葉県    協会 
      県教委 千葉県教育委員会 県競推本部 千葉県競技力向上推進本部     略


