
平成 28年度事業報告書 
特定非営利活動法人	 名古屋スポーツクラブ 

 
１	 事業実施の概略 
	 	 	 特定非営利活動法人名古屋スポーツクラブは、スポーツ活動を通じて、愛知、名古屋

市のスポーツ水準の向上、特にハンドボールの普及を図り、健全な青少年の育成と地域

住民の健全なスポーツライフの実現に寄与するとともに、スポーツを通して全国ひいて

は国際的な交流と親善に貢献することを目的とし、次の事業を実施した。具体的には、

本法人定款第 5条第 1項の事業としてスクール事業を実施し、第 2項ならびに第 3項の
事業としてクリニック事業を実施し、第 4項、第 5項、第 6項の事業として大会運営、
大会受託事業を実施し、第 7項、第 8項の事業としてアスリート事業を実施し、第 9項
の事業として体育館管理運営事業を実施した。 

 
２	 事業の実施に関する事項 
	 	 （１）特定非営利に係る事業 
	 	 	 	 ア	 スクール事業 
	 	 	 	 	 （ア）事業内容 
	 	 	 	 	 	 	 	 ハンドボールスクール、剣道教室、女性バレーボールクラブを開講し、一

般市民を対象に開催した。 
	 	 	 	 	 （イ）開催日時 
	 	 	 	 	 	 	 	 【ハンドボールスクール】 
	 	 	 	 	 	 	 	 名古屋校 
	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28年 4月 10日（日）～平成 29年 3月 12日（日）の内、26回。（原

則日曜日開催。8:50～13:00）	 ブラザー体育館にて開催。 
	 	 	 	 	 	 	 	 みよし校 
	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28年 5月 22日（日）～平成 29年 3月 11日（土）の内、25回 
	 	 	 	 	 	 	 	 三好公園総合体育館、東海学園大学みよし校、三好高校 
	 	 	 	 	 	 	 	 【剣道教室】 
	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28年 4月 5日（火）～平成 29年 3月 30日（木）の内、143回。（原

則火曜日、木曜日、土曜日開催。火・木：18:00～20:30	 土：10:00～13:00） 
	 	 	 	 	 	 	 	 【女性バレーボールクラブ】 
	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28年 4月 4日（木）～平成 29年 3月 30日（木）の内、89回。（原

則月曜日、木曜日開催。9:30～12:30） 
	 	 	 	 	 （ウ）会場 
	 	 	 	 	 	 	 	 ブラザー体育館 
	 	 	 	 	 （エ）指導者及び従事者 
	 	 	 	 	 	 	 	 ハンドボール 40名、剣道 2名、女性バレー1名 
	 	 	 	 	 （オ）会員数	  

312名 
	 	 	 	 	 （カ）支出額 
	 	 	 	 	 	 	 	 6,897,281円  
	 	 	 	 	 （キ）収入額 
	 	 	 	 	 	 	 	 5,726,542円	 	  
	 	 	 	 イ	 クリニック事業 
	 	 	 	 	 （ア）事業内容 
	 	 	 	 	 	 	 	 ハンドボールの講習会を企画開催する。 
	 	 	 	 	 （イ）開催日時 



	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28年６月 25日（土）～平成 29年 3月 12日（日）の内、9回延べ１
11日間。 

	 	 	 	 	 （ウ）会場 
	 	 	 	 	 	 	 	 ブラザー体育館他。 
	 	 	 	 	 （エ）講師及び従事者 
	 	 	 	 	 	 	 	 ＨＣ名古屋トップチームコーチ・選手 16名（正会員） 
	 	 	 	 	 （オ）参加者 
	 	 	 	 	 	 	 	 中、高、大学生、指導者、345名。 
	 	 	 	 	 （カ）支出額 
	 	 	 	 	 	 	 	 16,767円 
	 	 	 	 	 （キ）収入額 
	 	 	 	 	 	 	 	 287,423円	    
	 	 	 	 ウ	 大会運営、大会受託事業 

（ア）事業内容 
大会、イベントを企画運営、受託運営する。 

	 	 	 	 	 （イ）開催日時 
	 	 	 	 	 	 	 	 平成 28 年 4 月 12 日（火）～平成 29 年 3 月 17 日（金）の内、延べ 157

日間。 
	 	 	 	 	 （ウ）会場 
	 	 	 	 	 	 	 	 ブラザー体育館 
	 	 	 	 	 （エ）従事者 
	 	 	 	 	 	 	 	 理事 10名…大会運営協力等 
	 	 	 	 	 （オ）参加者 
	 	 	 	 	 	 	 	 小学生～大人まで、延べ	 3,520名。 
	 	 	 	 	 （カ）支出額 
	 	 	 	 	 	 	 	 3,948,600円	  
	 	 	 	 	 （キ）収入額 

4,410,366円	    
	 	 	 	 エ	 アスリート事業 
	 	 	 	 	 （ア）事業内容 
	 	 	 	 	 	 	 	 HC名古屋トップチームの公式大会への参加。 
	 	 	 	 	 （イ）開催日時 

平成 28年 8月 20日（土）～平成 29年 3月 5日（日） 
国民体育大会東海ブロック大会（平成 28年 8月 20日～平成 28年 8月 21
日）、国民体育大会	 第 68 回日本ハンドボール選手権大会（12 月 22 日・
23日）、第 41回日本リーグ（平成 28年月 9月 11日～平成 29 年 3月 5日	 
計 18回）に参加。 

	 	 	 	 	 （ウ）会場 
	 	 	 	 	 	 	 	 全国各地 
	 	 	 	 	 （エ）従事者 
	 	 	 	 	 	 	 	 ＨＣ名古屋トップチームコーチ・選手 17名 
	 	 	 	 	 （オ）参加者 
	 	 	 	 	 	 	 	 ＨＣ名古屋トップチーム 18名 
	 	 	 	 	 （カ）支出額 
	 	 	 	 	 	 	 	 14,446,538円     
	 	 	 	 	 （キ）収入額 
	 	 	 	 	 	 	 	 1,528,970円     



	 	 	 	 オ	 体育館管理運営事業 
（ア）事業内容 

ブラザー体育館施設管理 
（イ）管理期間 

平成 28年４月１日（金）～平成 29年 3月 31日（金） 
 

（ウ）支出額 
4.321,082円 

（エ）収入額 
3,296,944円 

	 	 （２）その他の事業 
	 	 	 	 	 本年度は実施せず。 
 
３	 会議の開催に関する事項 
	 	 （１）総会 
	 	 	 	 	 通常総会 

（ア）開催日時及び場所 
	 	 	 	 平成 28年 5月 25日（水）19:30～	 ブラザー体育館会議室 
（イ）議題 

①平成 27年度事業報告について 
②平成 27年度収支決算について 
③平成 28年度事業計画について 
④平成 28年度収支予算について 
⑤平成 28年度・29年度理事の選任について 
⑥日本スポーツ振興センター助成事業について 

	 	 	 	  
	 	 （２）理事会 
	 	 	 	 	 第１回理事会	  

（ア）開催日時及び場所 
平成 28年 5月 25日（水）18:30～	 ブラザー体育館会議室 

（イ）議題 
①平成 27年度事業報告について 
②平成 27年度収支決算について 
③平成 28年度事業計画について 
④平成 28年度収支予算について 
⑤平成 28年度・29年度理事の選任について 
⑥日本スポーツ振興センター助成事業について 

	 	 	 	  



[税込]（単位：円）

特定非営利法人名古屋スポーツクラブ

特定非営利活動
に係る事業

その他の事業 合計

【経常収益】

  【受取会費】

　　受取会費正会員 439,660 439,660 

    個人賛助会員 1,964,840 1,964,840 

  法人賛助会員 10,258,400 10,258,400 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 1,100,754 1,100,754 

  【受取助成金等】

    受取助成金 3,327,000 3,327,000 

  【事業収益】

    スクール事業収益 1,796,500 1,796,500 

    大会運営事業収益 2,530,366 2,530,366 

  アスリート事業収益 1,528,970 1,528,970 

  体育館管理収益 3,296,944 3,296,944 

  受託事業収益 1,880,000 1,880,000 

  クリニック事業収益 287,423 287,423 

  【その他収益】

    受取　利息 98 98 

  雑収益 60,000 60,000 

    経常収益  計 28,470,955 0 28,470,955 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 5,504,220 5,504,220 

      法定福利費(事業) 16,856 16,856 

      福利厚生費(事業) 66,521 66,521 

        人件費計 5,587,597 0 5,587,597 

    （その他経費）

      合宿費 773,044 773,044 

      行事費 129,576 129,576 

      Web管理費用 139,180 139,180 

      諸　謝　金 2,564,000 2,564,000 

      印刷製本費(事業) 900,328 900,328 

      広告宣伝費(事業) 248,049 248,049 

      旅費交通費(事業) 8,560,291 8,560,291 

      食料費(事業) 343,025 343,025 

      通信運搬費(事業) 168,297 168,297 

      消耗品　費(事業) 2,473,525 2,473,525 

      地代　家賃(事業) 388,800 388,800 

      施設使用料(事業) 396,700 396,700 

      レンタル料(事業) 201,805 201,805 

      保　険　料(スポーツ保険) 254,884 254,884 

      諸　会　費(事業) 44,000 44,000 

      租税　公課(事業) 117,100 117,100 

      支払手数料(事業) 36,102 36,102 

      音響･MC代 820,800 820,800 

      登録費用 1,121,893 1,121,893 

      大会参加料 130,800 130,800 

      加盟金 2,000,000 2,000,000 

      開催権料 2,000,000 2,000,000 

      管理　諸費 177,660 177,660 

      雑　　　費(事業) 1,014,132 1,014,132 

        その他経費計 25,003,991 25,003,991 

            経常費用  計 30,591,588 30,591,588 

              当期経常増減額 △ 2,120,633 △ 2,120,633 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 0 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 0 0 

        税引前当期正味財産増減額 △ 2,120,633 △ 2,120,633 

        経理区分振替額 0 0 0 

          当期正味財産増減額 △ 2,120,633 0 △ 2,120,633 

          前期繰越正味財産額 8,400,734 

          次期繰越正味財産額 6,280,101 

活　動　計　算　書

自 平成28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

	 【流動資産】 	 【流動負債】

	 	 （現金・預金） 	 	 未　払　金 477,848	 

	 	 	 現　　　金 35,557	 	 	 所得税預り金 43,153	 

	 	 	 小口　現金 18,194	 	 	 	 流動負債	 	 計 521,001	 

	 	 	 普通　預金 4,835,351	 負債の部合計 521,001	 

	 	 	 	 現金・預金	 計 4,889,102	 

	 	 （売上債権） 	 【正味財産】

	 	 	 未　収　金 1,912,000	 	 	 前期繰越正味財産額 8,400,734	 

	 	 	 	 売上債権	 計 1,912,000	 	 	 当期正味財産増減額 △	 2,120,633	 

	 	 	 	 	 流動資産合計 6,801,102	 	 	 	 正味財産　計 6,280,101	 

正味財産の部合計 6,280,101	 

資産の部合計 6,801,102	 負債・正味財産の部合計 6,801,102	 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

全事業所 平成29年	 3月31日	 現在

特定非営利法人名古屋スポーツクラブ


