
平 成 2 8 年 度 事 業 報 告 書 

 

法人の名称  特定非営利活動法人パームインターナショナル湘南 

 

 

１ 事業の成果 

 

   テニスをはじめ、ゴルフ・サッカー・ランニングなど複数のスポーツ種目

を行う総合型地域スポーツクラブの運営を行い、地域住民をはじめすべて

の人に対してスポーツの普及・振興の活動を実施した。引き続き、スポーツ

活動を通じて地域の活性化に寄与するため、年齢・性別を問わずすべての人

に対して活動を行っていく。 

 

２ 事業内容 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

 

① 総合型地域スポーツクラブ運営事業 

 

    ・内容    テニス、ゴルフ・サッカー・ランニング等、 

           複数スポーツ種目のスクール運営 

    ・日時    通年 

   今期は平成 27年 12月 1日～平成 28年 11月 30日 

    ・場所    神奈川県茅ケ崎市甘沼 144番地 

    ・従事者人員 6人 

    ・対象者   すべての者 

    ・支出額   50,682,419 円 

 

 

 

② 学術、文化、芸術に係る事業 

    ※今期実施していません。 

 

③ 地域交流、国際交流に係る事業 

    ※今期実施していません。 



 

（１）その他の事業 

 

①  物品販売事業 

・内容    クラブハウス内でのスポーツ用品販売および受注販売 

・日時    通年 

   今期は平成 27年 12月 1日～平成 28年 11月 30日 

・場所    神奈川県茅ケ崎市甘沼 144番地 

・従事者人員 6人 

・対象者   すべての者 

・支出額   1,177,025 円 

 

②  飲食店運営事業 

・内容    クラブハウス内でのソフトドリンクや軽食の提供 

・日時    通年 

   今期は平成 27年 12月 1日～平成 28年 11月 30日 

・場所    神奈川県茅ケ崎市甘沼 144番地 

    ・従事者人員 6人 

    ・対象者   すべての者 

    ・支出額   2,874円 



平　　成　　2  8　　年　　度　　活　　動　　計　　算　　書

（特定非営利活動に係る事業会計）

平成27年12月1日 から 平成28年11月30日 まで

Ⅰ　収入の部
　　１　総合型地域スポーツクラブ運営事業収入
　　２　スポーツ振興くじ助成事業
　　３　預金利息
　　４　雑収入
　　　　　　　当期収入合計（A）

Ⅱ　支出の部
　　１　総合型地域スポーツクラブ運営事業費
　　　　　仕入高
　　　　　外注費
　　　　　給料手当
　　　　　法定福利費
　　　　　福利厚生費
　　　　　旅費交通費
　　　　　消耗什器備品費
　　　　　修繕費

保険料 316,246

　　　　　雑費

　　２　管理費
　　　　　給料手当
　　　　　法定福利費

退職金 300,000

　　　　　福利厚生費
　　　　　会議費
　　　　　交際費
　　　　　旅費交通費
　　　　　通信費
　　　　　消耗品費
　　　　　修繕費
　　　　　リース料
　　　　　水道光熱費
　　　　　地代家賃
　　　　　保険料
　　　　　租税公課
　　　　　減価償却費
　　　　　管理諸費

貸倒引当金繰入 26,000

　　　　　雑費
　　　　　支払利息
　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　　　　　当期支出合計（B）
　　　　　　　当期収支差額（C)
　　　　　　　前期繰越収支差額(D）
　　　　　　　次期繰越収支差額（C）+（D）

0

-5,853,481

485,760

7,300

372,356

891,000

776,916

82,100

70,131

50,682,419

-20,284,657

352,978

684,668

1,029,213

539,021

1,326,536

13,644,444

4,321,000

477,626

174,140

88,800

2,751,605

44,828,938

-14,431,176

238,811

7,247,409

12,561,380

2,251,470

283,529

686,299

1,017,088

85,685

135,553

146,790

62,170

特定非営利活動法人の名称 　　特定非営利活動法人ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ湘南

科　　　目 金　　　額

42,076,455

878



平　　成　　2  8　　年　　度　　活　　動　　計　　算　　書
（その他の事業活動に係る事業会計）

平成27年12月1日 から 平成28年11月30日 まで

Ⅰ　収入の部
　　１　物品販売事業収入
　　2　飲食店運営事業収入
　　　　　　　当期収入合計（Ａ）

Ⅱ　支出の部
　　1　期首たな卸高
　　　　　期首たな卸高
　　2　物品販売事業費
　　　　　仕入高
　　3　飲食店運営事業費
　　　　　仕入高
　　4　期末たな卸高
　　　　　期末たな卸高

　　　　　　　当期支出合計（B）
　　　　　　　当期収支差額（C)
　　　　　　　前期繰越収支差額（D）
　　　　　　　次期繰越収支差額（C）+（D）

1,185,249

1,335,406

462,048

1,797,454

558,179

1,177,025

2,874

552,829

　　特定非営利活動法人ﾊﾟｰﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ湘南

科　　　目 金　　　額

1,612,974

34,323

1,647,297

特定非営利活動法人の名称



　　　　　　（特定非営利活動に係る事業会計）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　現金 355,527

　　　　普通預金 4,717,671

　　　　売掛金 3,579,465

　　　　未収金 12,200,157

　　　　商品 552,829

　　　　仮払金 76,483

　　　　立替金 184,356

　　　　未収還付法人税等

　　　　貸倒引当金 △ 51,000

　　　　　　流動資産合計 21,615,488

　　２　固定資産

　　　  建物

　　　　ソフトウェア 1,285,254

　　　　敷金 1,800,000

　　　　　　固定資産合計 3,085,254

　　　　　　　資産合計 24,700,742

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

　　　　買掛金 1,742,488

　　　　未払金 32,044,512

　　　　預り金 79,220

　　　　未払法人税等 70,000

　　　　未払消費税等 1,041,600

　　　　　　流動負債合計 34,977,820

　　２　固定負債

　　　　長期借入金 8,210,125

　　　　　　固定負債合計 8,210,125

　　　　　　　負債合計 43,187,945

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 13,095,770

当期正味財産増加額（減少額） △ 5,391,433

正味財産合計 △ 18,487,203

負債及び正味財産合計 24,700,742

科　　　　　目 金　　　　　額

貸　　借　　対　　照　　表

平成　２８年　　１１月　３０日現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人パームインターナショナル湘南



財　　産　　目　　録

　　　　（特定非営利活動に係る事業会計）

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　現金 355,527

　　　　普通預金 4,717,671

　　　　売掛金 3,579,465

　　　　未収金 12,200,157

　　　　商品 552,829

　　　　立替金 184,356

　　　　仮払金 76,483

　　　　未収還付法人税等

　　　　貸倒引当金 △ 51,000

　　　　　　流動資産合計 21,615,488

　　２　固定資産

　　　　建物

　　　　ソフトウェア 1,285,254

　　　　敷金 1,800,000

　　　　　　固定資産合計 3,085,254

　　　　　　　資産合計 24,700,742

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

　　　　買掛金 1,742,488

　　　　未払金 32,044,512

　　　　未払費用 0

　　　　預り金 79,220

　　　　未払法人税等 70,000

　　　　未払消費税等 1,041,600

　　　　　　流動負債合計 34,977,820

　　２　固定負債

　　　　長期借入金 8,210,125

　　　　　　固定負債合計 8,210,125

　　　　　　　負債合計 43,187,945

　正味財産合計 △ 18,487,203

（△5,391,433）

24,700,742

科　　　　　目 金　　　　　額

平成　２８年　　１１月　３０日現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人パームインターナショナル湘南

(うち当期正味財産増加額）


