
 
 

平成 26年度の事業報告書 
 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで 
 

特定非営利活動法人 	 ESTRELLAS 
 
１ 	 事業の成果 	 

 	 

スポーツ振興、健康増進に関わる事業として、 	 

①各種スポーツ教室等ではサッカースクール等の運営によりスポーツの普及することが出来、ま

た競技力向上にも貢献出来た。さらに一昨年度より導入したサッカーチームの運営で子ども達

の競技力向上に貢献できた。 	 

②スポーツ振興や地域活性化のイベントについて、定期的にイベントを開催し、不特定多数の参

加者にスポーツを楽しみ、振興することが出来た。イベントを通じて、子ども達同士の繋がり

が出来るとともに切磋琢磨して競技力向上に貢献出来た。 	 

③高齢者に人気のあるグラウンド・ゴルフで、多くの方にプレーしてもらい、健康増進に寄与出

来た。今後は様々なスポーツの取り入れを検討し、多くの高齢者にスポーツを楽しんでもらう

とともに健康増進、運動不足解消などにつなげていきたい。 	 

④文部科学省の委託を受け、小学校体育の巡回指導を実施し子ども達の運動不足解消や専門的指

導による運動能力や体力の向上に繋がった。震災後、運動不足で体力や運動能力が低下してい

る子ども達に体力面において貢献するとともに、専門的指導において子ども達にスポーツの魅

力を伝えるキッカケに出来た。 	 

 	 

２ 	 事業の実施に関する事項 	 

((11)) 	 特定非営利活動に係る事業 	 

事 	 業 	 名 	 

((定款に記載

した事業)) 	 

具体的な事業内容 	 

((AA))当該事業の 	 

実施日時 	 

((BB))当該事業の 	 

実施場所 	 

((CC))従事者の人数 	 

((DD))受益対象 	 

者の範囲 	 

((EE))人数 	 

収支計算書

の事業費の

金額（単位：

千円） 	 

各種スポー

ツ教室及び

講習会等の

企画・開催及

びその支援

に関する事

業 	 

・サッカースクール 	 

・各種スポーツスクール 	 

((AA))Ｈ2266 年 44 月

Ｈ2277 年 33 月 	 

((BB))スポーツ施設 	 

((CC))33 名 	 

((DD))スクール

生、不特

定多数 	 

((EE))多数 	 

 	 

 	 

3333,,335555 千円 	 

スポーツコ

ンディショ

ニングのた

めの支援に

関する事業 	 

・本年、特に実績なし 	 ((AA)) 	  	 

((BB)) 	  	 

((CC)) 	 

((DD))不特定多

数 	 

((EE))多数 	 

 	 

 	 

00 	 



スポーツの 	 

振興及び地 	 

域の活性化 	 

を目的とし 	 

たイベント 	 

の企画・開催 	 

に関する事 	 

業 	 

・各種大会、イベント 	 

 	 

((AA))Ｈ2266 年 44 月

Ｈ2277 年 33 月 	 

((BB))スポーツ施設 	 

((CC))33 名 	 

((DD))不特定多

数 	 

((EE))多数 	 

 	 

 	 

00 	 

スポーツ指 	 

導者及び審 	 

判の育成に 	 

関する事業 	 

・本年、特に実績なし 	 ((AA)) 	 

((BB)) 	 

((CC)) 	 

((DD)) 	  	 

((EE)) 	 

 	 

 	 

00 	 

スポーツに 	 

ついての調 	 

査・研究及び 	 

その公表に 	 

関する事業 	 

・本年、特に実績なし 	 ((AA)) 	 

((BB)) 	 

((CC)) 	 

((DD)) 	  	 

((EE)) 	 

 	 

 	 

00 	 

障害者・高齢 	 

者の健康及 	 

び福祉�の増 	 

進に関する 	 

事業 	 

・グラウンド・ゴルフの利用 	 

 	 

((AA))Ｈ2266 年 44 月

Ｈ2277 年 33 月 	 

((BB))スポーツ施設 	 

((CC))33 名 	 

((DD))不特定多

数 	 

((EE))多数 	 

 	 

 	 

00 	 

 	 



((22)) 	 その他の事業 	 

事 	 業 	 名 	 

((定款に記載

した事業)) 	 

具体的な事業内容 	 

((AA))当該事業の実施日時 	 

((BB))当該事業の実施場所 	 

((CC))従事者の人数 	 

収支計算書の

事業費の金額

（単位：千円） 	 

スポーツ用 	 

品・食品・飲 	 

料水等の販 	 

売及び支援 	 

に関する事 	 

業 	 

・スポーツ用品の販売 	 ((AA))Ｈ2266 年 44 月 Ｈ2277 年 33 月 	 

((BB))当施設 	 

((CC))33 名 	 

 	 

 	 

888899 千円 	 

経営コンサ 	 

ルティング 	 

事業 	 

・本年、特に実績なし 	 ((AA)) 	 

((BB)) 	 

((CC)) 	 

 	 

 	 

00 	 

広告業及び 	 

広告代理業 	 

ウェアスポンサー 	 ((AA))Ｈ2266 年 44 月 Ｈ2277 年 33 月 	 

((BB))スポーツ施設 	 

((CC))22 名 	 

 	 

 	 

669900 千円 	 

インターネ 	 

ットのウェ 	 

ブ・コンテン 	 

ツの企画立 	 

案・製作事業 	 

・本年、特に実績なし 	 ((AA)) 	  	 

((BB)) 	 

((CC)) 	 

 	 

 	 

00 	 

 	 



特定非営利活動法人　ＥＳＴＲＥＬＬＡＳ

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

1155,,667744,,005533

　流　動　資　産　合　計 1155,,667744,,005533

２　固定資産

有形固定資産 11,,887788,,113366

無形固定資産 556699,,009922

投資その他の資産 113399,,553300

　固　定　資　産　合　計 22,,558866,,775588

資　　産　　合　　計 1188,,226600,,881111

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

1122,,774422,,006655

　流　動　負　債　合　計 1122,,774422,,006655

２　固定負債

1155,,773322,,880011

　固　定　負　債　合　計 1155,,773322,,880011

負　　債　　合　　計 2288,,447744,,886666

Ⅲ　正味財産の部

 	 前期繰越正味財産 --1100,,443333,,443399

 	 当期正味財産増減額 221199,,338844

 	 正味財産合計 --1100,,221144,,005555

負債及び正味財産合計 1188,,226600,,881111

特定非営利活動に係る貸借対照表
　　平成2277年33月3311日現在

科 目 金 額



特定非営利活動法人　ＥＳＴＲＥＬＬＡＳ

（単位：円）

１　受取会金・会費・寄付金 44,,995599,,440000
２　事業収益

2222,,669922,,445533 2222,,669922,,445533
３　受取助成金・補助金 88,,224477,,660000
４　受取協賛金・参加費 77,,995511,,223366
５　その他収益
　受取利息・配当金 994400
　雑収入 99,,338833

　経常収益計 4433,,886611,,001122
Ⅱ　経常費用
１　事業費
　ΩｽŒﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ教室・講習会の開催事業費 2244,,779977,,000077
ttoottoo助成金ΩｽŒﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ∏ｸ◊ﾗÃﾌfiﾞœﾏ»ﾈ∞ｰºｼfiﾞ¨ｬ∞ｰ設置事業費 44,,558800,,880000
ttoottoo助成金ΩｽŒﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ∏ｸ◊ﾗÃﾌfiﾞ活動基盤強化事業費 33,,997777,,338833

事業費計 3333,,335555,,119900
２　管理費
 	 （11）人件費 33,,665566,,772299
 	 （22）その他販売経費 99,,220077,,995500
管理費計 1122,,886644,,667799

　経常費用計 4466,,221199,,886699
当期経常増減額 --22,,335588,,885577
収益事業の収益 22,,557777,,994411

　　当期正味財産増加額 221199,,008844
　　前期繰越正味財産額 --1100,,443333,,113399
　　次期繰越正味財産額 --1100,,221144,,005555

　ΩｽŒﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ教室・講習会の開催事業収益

活動計算書

　　平成2266年44月11日から平成2277年33月3311日まで

Ⅰ　経常収益

科目 金額



11 ．�重要な会計方針
　　　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（22001100年77月2200日　ＮＰＯ法人会計基準協議会）
　　によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第2288条第11項の収支計算書を活動計
　　算書と呼んでいます。

（１）固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産　　法人税法の規定による定率法によっております。
　　
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　最終仕入原価法によっております。

　　　　　
（３）消費税の会計処理
　　　消費税の会計処理は、税込方式によっています。

22 ．�事業費の内訳

ΩｽŒﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ教室・
講習会の開
催事業

ttoottoo助成金Ωｽ
Œﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ∏ｸ◊ﾗÃﾌfiﾞœﾏ»ﾈ∞ｰ
ºｼfiﾞ¨ｬ∞ｰ設置事
業

ttoottoo助成金Ωｽ
Œﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ∏ｸ◊ﾗÃﾌfiﾞ活
動基盤強化
事業

広告及び広
告代理事業

ΩｽŒﾎflﾟ∞ｰ¬ﾂ用品・
飲料水等販
売事業

((11))人件費 99,,330055,,998877 44,,445533,,660000 669900777799 888899339955
((22))その他経費 1155,,449911,,002200 112277,,220000 33,,997777,,338833 00 00
合計 2244,,779977,,000077 44,,558800,,880000 33,,997777,,338833 669900,,777799 888899,,339955

33 ．�固定資産の増減内訳 （単位：円）
科目 期首取得価格 取得 減少 期末取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格

有形固定資産
　車両運搬具 991133,,226655 991133,,226655 △ 	 991133,,226633 22
　工具器具備品 22,,666611,,665555 11,,666655,,779922 44,,332277,,444477 △ 	 22,,444499,,331133 11,,887788,,113344
無形固定資産
　電話加入権 1122,,660000 1122,,660000 1122,,660000
　ソフトウェア 110044,,338800 559944,,000000 669988,,338800 △ 	 114411,,888888 555566,,449922
投資その他の資産

　出資金 1100,,000000 1100,,000000 1100,,000000
合計 33,,770011,,990000 22,,225599,,779922 00 55,,996611,,669922 △ 	 33,,550044,,446644 22,,445577,,222288

44 ．�借入金の増減内訳
（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
短期借入金 55,,000000,,000000 77,,000000,,000000 55,,000000,,000000 77,,000000,,000000
一年以内返済長期借入金 11,,009922,,000000 11,,009922,,000000 11,,009922,,000000 11,,009922,,000000
長期借入金 33,,881199,,000000 00 11,,009922,,000000 22,,772277,,000000
役員借入金 77,,227722,,223333 2288,,007722,,000000 2222,,333388,,443322 1133,,000055,,880011
合計 1177,,118833,,223333 3366,,116644,,000000 2299,,552222,,443322 2233,,882244,,880011

55 ．�役員及びその近親者との取引の内容
　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）
財務諸表に計 内役員及び近
上された金額 親者との取引

（貸借対照表）

役員借入金 1133,,000055,,880011 1133,,000055,,880011
貸借対照表計 1133,,000055,,880011 1133,,000055,,880011

科目

財務諸表の注記

科目

その他の事業特定非営利活動法人に係る事業


