
第１号議案 ２０１８年度事業報告(案)及び収支決算(案)承認について 

２０１８年度事業報告書 （2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日） 

１、 委託事業 

（１） 体験受入事務業務委託 

      倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より体験の受け入れ業務全般のサポートを昨年度

に引き続き受託しました。30 年度の受入れ実績は関西方面中学校修学旅行受入れが５件、

自然体験１件、一般の農家･自然体験及び他地域受入れ家庭研修会等の受入れが４件、イン

バウンド－台湾の高校受入れが 2件でした。 

体験旅行及び自然体験受入れ（2018 年度） 

修学旅行･自然体験 

5 月 18～19 日 大阪市立新巽中学校 修学旅行 生徒 68名   

5 月 23～24 日 大阪市立白鷺中学校 修学旅行 生徒 173 名  

6 月 5～6 日 大阪市立大正西中学校 修学旅行 生徒 106 名  

6 月 7～8日 松原市立松原中学校 修学旅行 生徒 175 名 

6 月 10～11 日 羽曳野市立峰塚中学校 修学旅行 生徒 184 名 

7 月 26 日 神戸学院大学付属中学校 自然体験 生徒 72 名 

    インバウンド－台湾の高校受入れ  

4 月 22～23 日 台湾国立武陵高級中学校 国際交流研修 生徒 29 名  

9 月 15～16 日 台湾高雄高校 国際交流研修 生徒 15 名 

    一般の農家･自然体験・研修会受入れ 

8 月 8 日 鳥取県実踏会 家業体験 会員 5 名 

12 月 1～2 日 庄原市教育旅行協議会 視察研修 会員 19 名 

H31 年 3 月 24 日 関金町「本町、中町、上町、城山、

滝川」育成会  

歓送迎会 

餅つき体験 

会員 24 名 

H31年 3月 24日 一般個人旅行 わさび田体験 2 名 

  

２、 補助事業 

（１） せきがねつつじ温泉まつり （倉吉市関金温泉まつり開催費補助金） 

    昨年度まで関金お祭り実行委員会が主体となり実施してきました「せきがねつつじ温泉ま

つり」を、2018 年度は当 NPO 法人養生の郷の事業として実施しました。 

実施期間：本まつり 2018年 4月 22日（日）10:00～15:00 

おまつり WEEK-4月 14日～21日 18:00～21:00/提灯の点灯－4月 1日～5月 6日 18:00～22:00 

          実施内容 ①提灯の点灯 

      つつじの咲く期間に合わせてえぐいも通りと亀井公園にちょうちんを約 180個設置し、 

幻想的な雰囲気の中で地元住民・観光客に花見を楽しんでもらいました。 

        協賛事業者から、ちょうちん掲出料を募ることにより、事業費の一部を補填しました。 

                

 

   えぐいも通り                 関金温泉街一帯 
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②せきがねつつじ温泉まつり WEEK企画 

∘せきがね紙あかり－竹燈籠/八犬士人形 

   えぐいも公園～地蔵院に竹灯篭を置き、提灯と合わせ温泉街をライトアップしました。 

また、地蔵院・神社・旅館前など 7箇所に紙あかり人形の八犬士を設置し、温泉街に更なる幻想

的でノスタルジックな雰囲気を作り出しました。 

 

                           

 

             

 竹灯篭でライトアップした関金温泉街やえぐいも親水公園 

 

 

  

 

ながと旅館前      温清楼駐車場        地蔵院          雲儒閣前 

八犬士紙あかり人形を関金温泉街に設置―その他グリーンスコーレ・稲荷神社・湯命館内  

∘週末屋台－ふもと酒場 実施日 4月 14日（土）と 21日（土）17：00～20：30   

                  会場   関金宿延命茶屋足湯周辺 

昨年関金お祭り実行委員会企画で復活した山頂酒場を、引き続き関金宿延命茶屋足湯にてふも

と酒場として開催しました。1回目は残念ながら天候に恵まれませんでしたが、2回目の 21日に

は多くの地元住民や観光客が来場され、ジャズバンドの演奏を聞きながら交流を深めることがで

きました。また、14日・21日の 2日間は宿泊応援として各旅館施設が素泊まり 3,000円/1人を

実施しました。各協賛施設とも満室となりました。 

               

 

 

 

ふもと酒場―ジャズ演奏もあり観光客・地元住民の交流様子 

◦温泉旅館地元事業者持ち回り企画 

     せきがね紙あかりの開催期間に合わせ、各旅館事業所が持ち回りでお楽しみイベントを開催

し、まつり WEEKの盛り上げに一役担いました。 
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日にち 開催施設 来場者 イベント 

15 日 湯命館 503人 女性寝湯（バラ風呂）／男性寝湯（ミカン風呂） 

16 月 四季の郷 63/13人 生ビール＋唐揚げ（２個）セット １００円／入浴１００円 

17 火 湯楽里 15人 整体師による無料施術（１人１０分程度） 

18 水 グリーンスコーレ 32人 ガラポン抽選会（１等はGスコーレ回数券１綴り） 

19 木 湯楽里 10人 整体師による無料施術（１人１０分程度） 

20 金 宝製菓 ２３人 ★新商品★クロワッサン（２個）＋コーヒーorソフトクリームセット ２００円 



③ 本まつり 会場 関金温泉街一帯 

◦屋台出店、遊び場コーナー 

・地元各団体による飲食屋台を出店しました。 

・地元の竹細工クラブやとっとり中部ものづくり道場の協力で遊び場体験コーナーを開設。 

・鳥取看護大学の協力で「まちの保健室」を開設。 

 

 

 

 

出店の様子              まちの保健室   竹細工紙飛行機体験コーナ- 

◦関所ゲーム 

・参加者は、関金温泉街周辺に点在するブース（関所）を巡りながら、やぶさめ、籠かきなどの

さまざまな「関所ゲーム」を行いました。獲得したゲームの最終得点によりガラポンに挑戦し

て頂き景品をだしました。 

・各関所ブースを鴨川中学校生徒会・鳥取農業大学生・鳥取大学生・地元企業に担当していただ

き、地域全体で祭りを盛り上げました。 

スタート 

 

          

         →                →        → 

          

第 1関所 矢ｈｏｏ！   第 2関所江戸風ヘルジャン   第 3関所 射的   第 4関所 タライにトライ           

(グリーンスコーレ関所)    (湯楽里関所)     (鳥取大学学生関所)  (老健ひまわり関所) 

                                         ↓ 

 

           ←        ←        ← 

 

 

第 8関所えぐいもジャンプ  第 7関所 万歩計ダンス  第 6関所 梨の袋かけ   第 5関所キャッチザタオル 

     (鴨川中生徒会関所)     (宝製菓関所)     (鳥取農業大学校関所)    (みのり福祉会関所) 

        ↓                             

             鉄火場         

 

                 →        →        → 

 

第 9関所 早かご    第 10関所 流鏑馬   第 11関所 鉄火場    おたのしみガラポン抽選                               

(鴨川中生徒会関所)                              (湯楽里・倉信関所)                   

◦関金温泉旅館の温泉入浴無料開放 

・関金温泉旅館組合加盟旅館で実施 
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（２）倉吉里見時代行列 

実施日：２０１８年９月２日（日）１０:００～１５：００ 

    里見まつりを倉吉市の広域的なまつりとして定着し、倉吉市中心市街地から関金へと続く魅

力の創出に繋がることを願い今年も里見時代行列を行いました。 

大岳院のオープニングセレモニーとして、打吹童子ばやしの皆さんに太鼓の演奏を、倉吉剣

道クラブの方々に立会い稽古を披露いただきました。法要の儀の後、行列の露払いを務める剣

道クラブの皆さんを先頭に、里見忠義公、伏姫、忠臣八犬士が赤瓦周辺を豊田家まで練り歩き

ました。今年は堀江能登守役を中部総合事務所地域振興局長の梅田雅彦氏に、八犬士の一人を

銀座商店街の方に務めていただきました。行列の途中、赤瓦周辺 2 箇所で玉梓との迫真の格闘

シーンを劇団オークスさんを中心に演じました。元帥酒造の前では鏡開きを行い、観光客、地

元の方々に清酒「八賢士」を振るまいました。豊田家から後バスで移動し、倉吉市西の北野神

社に参拝、地元の氏子の方々との交流を深めました。午後は、湯の関番所前で記念撮影後、バ

スで旧山守小学校に行き昼食・休憩を取り、せきがね里見まつり開会式に参加し、子供歌舞伎

の前座として花を添えました。 

 

 

 

 

大岳院法要    八犬士と玉梓格闘シーン   元帥酒造前鏡開き     里見まつり開会式 

  （３）雅楽演奏会 （伯耆国「大山開山１３００年祭」協働・連携事業） 

実施日：２０１８年９月１４日（金）午後７時～８時 

実施場所：やまもり温泉キャンプ場 

参加人数：75名（東大山古道トレッキング参加者 14名含む） 

実施内容：神事との親和性の高い日本の総合芸術「雅楽」を大山開山 1300年祭事業として、

大山の悠久の歴史を感じられるイベントとして実施しました。 

今年度のせきがねつつじ温泉まつりで温泉街に竹灯篭を設置し夜の賑わいを創

出したことに続き、雅楽演奏会でも竹・竹林を地域資源の一つとして位置付け、

竹を使った演出を行い、大山の東に位置する関金を温泉と竹林に恵まれた町とし

てＰＲすることを目的に実施しました。 

 

 

 

 

        設営舞台      竹灯篭によるライトアップ     演奏会の様子 

３、 自主事業 

（１）自然体験 DAY 

      実施日：8 月 11 日(金) 10:00～17:00  会場：やまもり温泉キャンプ場 参加者１８９名 

自然体験「ざんぶらこっこ」やバルーンアート、竹細工、水遊びが楽しめる自然体験

DAY を山の日８月１１日に開催しました。キャンプ場入場料を 1 人 1000 円とし、自由に

1 日楽しめる設定にしました。 
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（２）たけのこ集荷 

    出荷日 4/18・19・20・21・24・25・28 5/1 出荷重量計 1,.031.9kg 

自然体験を行う里山の維持管理（竹林整備）を行い、タケノコを(株)センコーファームに 

出荷しました。今年度は竹林の管理面積を縮小したこともあり取れ高は昨年の半分以下に 

なりました。 

（３）薬膳講習会・試験・スキルアップ講習 

①薬膳講習会及び資格試験の開催 

前期薬膳講習会 

7 月 28 日（土）薬膳講習会－上級 1/3 

7 月 29 日（日）薬膳講習会－初級 1/4  

8 月 26 日（日）薬膳講習会－初級 2/4 

9 月 1 日（土）薬膳講習会－上級 2/3 

9 月 22 日（土）薬膳講習会－上級 3/3 

9 月 23 日（日）薬膳講習会－初級 3/4 

10 月 28 日（日）薬膳講習会－4/4 

12 月 23 日（日）初級薬膳資格試験 

   年間受講者数 初級５名 上級３名 

今年度は中級講習会の受講者はゼロでしたが、初めて薬膳上級講座を開設し3名の受講がありました。 

 

４、その他事業 

   倉吉市「せきがね湯命館及び都市交流センター」指定管理者募集の申請にあたり、「有限責任事

業組合白金の湯」を「株式会社チュウブ」「特定非営利活動法人未来」の地元2団体と共同で2018

年12月7日に設立、2019年度4月からの「せきがね湯命館及び都市交流センター」運営に向けて、

新たな事業をスタートしました。 

 

５、会 議 

（１） 総会 

平２０１８年５月２７日（日）  四季の郷  （参加人数：22名・委任：22名） 

（２）理事会 

第1回理事会 2018年 5月27日 関金四季の郷 

第2回理事会 2018年 7月19日 関金支所分庁舎２F  

第3回理事会 2018年 8月27日 関金支所分庁舎２F 

第4回理事会 2018年 9月25日 関金支所分庁舎２F 

第5回理事会 2018年 10月30日 関金支所分庁舎２F  

第6回理事会 2018年 11月28日 関金支所分庁舎２F  

第7回理事会 2018年 12月27日 関金支所分庁舎２F 

第8回理事会 2019年 1月29日 関金支所分庁舎２F  

第9回理事会 2019年 2月25日 関金支所分庁舎２F 

第10回理事会 2019年 3月28日 関金支所分庁舎２F  
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第２号議案 ２０１９年度事業計画（案）及び 収支予算（案）承認について 

（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日） 

 

１、 委託事業 

（１） 体験受入事務委託事業 

倉吉市体験型教育旅行誘致協議会では、倉吉市での自然体験、自然体験や農業体験をす

る修学旅行の受入れや民泊の受入れを行っています。今年度は関西方面より１０校の修学

旅行を受入れます。養生の郷では、実際の受入れ現場での補助とこれらの事務を受託しま

す。また、農水省補助事業、農泊地域高度化促進事業の事務局として経理関係の事務も行

います。 

 

（２） 倉吉市関金都市交流センター窓口業務委託 

    倉吉市せきがね湯命館及び関金都市交流センターの指定管理事業者である「有限責任

事業組合白金の湯」より、都市交流センターの窓口業務を受託します。これに伴い今年

度から事務所を都市交流センターに移転します。交流センターを関金地域の観光の拠点

と位置づけ、訪れた方々に町内施設・イベントの案内等を行います。また、地元住民の

交流の場となるよう有効的な活用に取り組みます。 

 

２、 補助事業 

（１） せきがねつつじ温泉まつり 

    2019 年 4 月 6 日（土）～14 日（日） 

       昨年に引き続き里見をテーマに本祭り前一週間をお祭り WEEK とし、えぐいも通りを

竹灯篭と八犬士紙人形でライトアップします。また、関金の事業所が様々な特典を凝らし

て誘客を行い、｢つつじの咲き誇る亀井公園の景色｣と｢昔から湯治場として人々の体を癒

してきた泉質のすばらしさ」を再認識し PR する祭りとします。交流センターに祭りの本

部を置き、観光客や地元住民の集う場としての活用も行います。 

 

（２） 倉吉里見時代行列 

2019 年９月１日（日） １０：３０（予定）～１５：００ 

里見まつりを関金地区から倉吉市街へと続く広域的なまつりとしての定着を計り、倉吉

の伝統文化を県内外に発信することを目的に里見時代行列を行います。 

行列の途中には、行列参加者による芝居や鏡開き・振る舞い酒等、観光客・地元住民の

方々にも参加して楽しんで頂ける企画を行います。今年は 7 月にオープンする「打吹回廊」

へも立ち寄ります。昨年に引き続き、地元諸団体と協力し、伝統文化を軸にした地元が潤

う体制づくりの構築を目指します。 

今年度時代行列行程予定 

・大岳院オープニングセレモニー－打吹童子ばやし・剣道道場へ出演依頼 

・大岳院法要後出発、鏡開き～赤瓦～打吹回廊～豊田家まで行列 

・倉吉北野神社参拝～里見まつり開会式に参加 
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（３） 星取県事業（鳥取県星空保全地域振興事業補助金） 

      2019年秋～冬頃  

関金地区の星空保全地域認定を受け、関金の星空を廃線跡や大山池、キャンプ場など

既存の観光資源とコラボした企画を提案します。今年度は認定の時期が 9月以降になる

為、星空案内スタッフの養成やアンケート実施を目的にしたモニターツアーを行いま

す。以下に提案するプランの取捨選択ブラッシュアップを図ります。 

※関金地区星空保全認定に向けた今後のスケジュール 

      ６月－関金地区館長会にて意向確認 

 ７月－住民説明会 ８月－市から県へ地域指定要請 

 ９月－認定予定 

      ※企画案 ①トンネルプラネタリウム(廃トンネルを活用したプラネタリウム投影)

＋廃線ツアー 

            ②トンネルプラネタリウム＋竹林レストラン 

            ③星空＋展望台鑑賞ツアー（犬挟峠・地蔵峠・亀井公園） 

            ④星空＋アウトドアクッキング(町内キャンプ場施設)  etc. 

 

（４） 伯耆国大山開山 1300年蔡協働・連携事業 

     2019年 10下旬～11 月条上旬頃予定 

    かつて大山への参拝には東西南北 4方向からのルートがあり、その東のルート入り口は倉吉市

にありました。倉吉市関金町には大鳥居という地名があり、東大山大鳥居が現存しています。大

山詣での多くの旅人が東の大鳥居をくぐる前に禊の湯として訪れた関金温泉と地域の魅力を、倉

吉山間部から大山エリアへと続く観光ルートマップの整備や、関金温泉の中心施設「湯命館及び

都市交流センター」で雅楽演奏会を開催することで、県内外に発信していきます。また、地域の

魅力を盛り込んだツアーも企画予定です。 

ツアー内容案：大山東ルートを辿る旅  

地蔵院集合～一町地蔵めぐりウォーク  

延命地蔵が有名な地蔵院で座禅  

関金温泉入浴＋夕食に延命御膳  

雅楽の夕べ（都市交流センター）  

湯楽里等で宿泊  

 

３、 自主事業 

（１）甲冑貸出 

観光振興を目的に、甲冑（手作り甲冑教室作成）を一般の方に貸出します。 

貸出窓口：手ぬぐい工房 らっぷ 

 

（２） 薬膳講習会 

・今年度は薬膳講習会をお休みします。次年度の再開に向けた体制作り･準備期間とします。 

   ･単発での薬膳料理教室等を検討します。 
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（３） 土曜夜市 

夏の週末(今後湯命館と日程調整)、都市交流センターまたは湯命館入り口にて、地元住民

や観光客が集い交流場することができる場として土曜夜市を開催します。屋台の出店・親

子で楽しめるゲームコーナーなどを企画予定です。 

 

 (４) LLP 白金の湯出資事業 

   有限責任事業組合白金の湯の組合員として、倉吉市せきがね湯命館および都市交流センター 

    の運営に積極的に係っていきます。 
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（単位：円）

2018年度決算 2019年度予算 備　考
552,000 681,000 法人正会員9社、個人正会員64名、個人賛助会員9人

3,700,801 40,761,050
体験受入れ・人材育成業務委託 859,050 859,050 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会

関金都市交流センター窓口業務 1,200,000 LLP白金の湯

せきがねつつじ温泉まつり 1,186,700 1,200,000 倉吉市補助金・広告協賛金他

里見時代行列 150,000 150,000 倉吉里見まつり実施委員会（定額）

雅楽演奏会＆大山東口ルートツアー 1,030,387 1,400,000 伯耆国大山開山1,300年祭協働・連携事業補助金

星空保全地域振興事業 500,000 星空保全地域振興事業補助金

ざんぶらこっこ 260,070 0
筍集荷 121,558 0
甲冑貸出 18,536 20,000
薬膳講習会 74,500 0 今年度薬膳講習会休講。

土曜夜市 0 150,000 屋台出店売り上げ

LLP白金の湯事業 0 35,282,000 湯命館収入1/3

512,520 650,000
224,971 300,000 ポスター印刷、預金利息他

4,990,292 42,392,050
20,507 △250,060

5,010,799 42,141,990

2018年度決算 2019年度予算 備　考
3,811,798 41,005,050

体験受入れ・人材育成業務委託 859,050 859,050 体験受付け・事務処理経費

関金都市交流センター窓口業務 1,200,000 交流ホール窓口業務

せきがねつつじ温泉まつり 1,220,862 1,200,000 紙あかり、本祭り、提灯掲出等

里見時代行列 150,983 150,000 里見時代行列経費

雅楽演奏会＆大山東口ルートツアー 1,030,387 1,400,000 雅楽会場設営・演奏者謝金・交通費等

星空保全地域振興事業 500,000 星空見学ツアー開催費

ざんぶらこっこ 167,022 0
筍集荷 97,246 0
甲冑貸出 6,668 16,000 甲冑貸出手数料・修繕費

薬膳講習会 279,580 0
土曜夜市 80,000 屋台仕入れ

LLP白金の湯 35,600,000 湯命館経費1/3

1,449,061 1,445,098
　給与手当 981,900 720,000 事務員

　福利厚生費 4,180 300,000 社会保険料・労働保険

　租税公課 63,000 21,000 法人県民税

　旅費交通費 10,995 10,000 交通費・ガソリン代・宿泊費等

　通信運搬費 29,574 25,000 郵送代・宅急便代等

　消耗品費 48,892 40,000 事務消耗品等

　事務所家賃 63,300 130,536 旧商工会館事務所4・5月分(10,536円)+交流センター事務所

　水道光熱費 58,260 3,562 電気代等(旧事務所4月分)

　雑費 43,212 40,000 振込手数料、印紙、登記、謄本、倉吉市MICE協会会費等

　会議費 12,404 10,000 会場費、お茶等

　電話代 132,354 140,000 電話代（電話転送含む）・移設工事費

　印刷製本代 990 5,000 パンフレット・チラシなどの印刷費等

0 9,842
5,260,859 42,459,990

△ 270,567 △ 67,940
△ 250,060 △ 318,000

事　業

補助事業

２０１９年度　特定非営利活動に係る事業会計収支予算書（案）
2019年4月1日～2020年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　養生の郷）

Ⅰ収入の部
科          目

会　費

自主事業

委託事業

諸収入

支　出　合　計　　　（Ｃ）
当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）

当期収入合計　（Ａ）

委託事業

自主事業

科          目

寄付金

収　入　合　計 　（Ｂ）

Ⅱ支出の部

次期繰越収支差額　（Ｂ）－（Ｃ）

事業費

予備費

一般管理費

補助事業

前  期  繰  越  金



（単位：円）

2018年度予算 2018年度決算 備　考
657,000 552,000 法人正会員8社、個人正会員49名、個人賛助会員6名

3,779,050 3,700,801
受託事業 体験受入れ･人材育成業務委託 859,050 859,050 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会より事務委託

せきがねつつじ温泉まつり 1,200,000 1,186,700 倉吉市関金つつじ温泉まつり開催費、提灯掲出料、広告協賛金他

里見時代行列 150,000 150,000 倉吉里見まつり実施委員会（定額）

雅楽演奏会 1,000,000 1,030,387 大山開山１３００年蔡補助金、参加費

ざんぶらこっこ 200,000 260,070 ざんぶらこっこオープンデイ8/11・物品販売

筍集荷 100,000 121,558 筍をセンコーファームへ出荷

甲冑貸出 120,000 18,536 倉吉市等への貸出

薬膳講習会 150,000 74,500 薬膳講習会受講料（初級5名、上級３名、テキスト代・模試代）等

400,000 512,520
200,000 224,971 ポスター・横断幕印刷、利息他

5,036,050 4,990,292
20,507 20,507

5,056,557 5,010,799

2018年度予算 2018年度決算 備　考
3,875,050 3,811,798

受託事業 体験受入れ･人材育成業務委託 859,050 859,050 体験受け付け、会計等業務等

せきがねつつじ温泉まつり 1,200,000 1,220,862 提灯紙あかり設置・本祭り開催費

里見時代行列 150,000 150,983 里見時代行列経費

雅楽演奏会 1,000,000 1,030,387 雅楽演奏者謝金・交通費・会場設営費等

ざんぶらこっこ 150,000 167,022 ざんぶらこっこオープンデイ開催費

筍集荷 80,000 97,246 筍集荷費用

甲冑貸出 96,000 6,668 甲冑貸出手数料・修繕費

薬膳講習会 340,000 279,580 講師料、交通費、会場費、テキスト代他経費

1,173,300 1,449,061
　給与手当 800,000 981,900 事務員2人分

　福利厚生費 5,000 4,180 労災保険

　租税公課 0 63,000 法人県民税H28,29,30年度分

　旅費交通費 10,000 10,995 交通費・ガソリン代等

　通信運搬費 30,000 29,574 郵送代・宅急便代等

　消耗品費 40,000 48,892 事務消耗品等

　事務所家賃 63,300 63,300 倉吉市関金庁舎家賃12カ月分

　水道光熱費 50,000 58,260 事務所電気代

　雑費 30,000 43,212 振込手数料、印紙他

　会議費 10,000 12,404 会場費等

　電話代 130,000 132,354 電話代（電話転送含む）

　印刷製本代 5,000 990 印刷、コピー代

8,207 0
5,056,557 5,260,859
△ 20,507 △ 270,567

0 △ 250,060

6

寄付金

自主事業

２０１８年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2018年4月1日～2019年3月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　養生の郷）

Ⅰ収入の部
科          目

補助事業

会　費
事　業

補助事業

前  期  繰  越  金
収　入　合　計 　（Ｂ）

諸収入
当期収入合計　（Ａ）

自主事業

科          目
Ⅱ支出の部

次期繰越収支差額　（Ｂ）－（Ｃ）

事業費

一般管理費

予備費
支　出　合　計　　　（Ｃ）
当 期 収 支 差 額  （Ａ）－（Ｃ）



科　　目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　　現金手許有高 0

　　　　普通預金　JA鳥取中央関金支店 289,850

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 60,780

　　　前払金 5,466

　　　流動資産合計 356,096

　２　固定資産

　　　出資金 3,000,000

　　　固定資産合計 3,000,000

　　　資産合計 3,356,096

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 300,000

　　　未払金 250,156

　　　前受金 56,000

　　　流動負債合計 606,156

　２　固定負債

　　　長期預り金 3,000,000

　　　固定負債合計 3,000,000

　　　負債合計 3,606,156

Ⅱ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 20,507

　　　当期正味財産増加額（減少額） △270,567

　　　正味財産合計 △250,060

　　　負債及び正味財産合計 3,856,216

7

２０１８年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

２０１９年３月３１日現在

（特定非営利活動法人　養生の郷）

金　　額（単位：円）



科　　目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　　現金手許有高 0

　　　　普通預金　JA鳥取中央関金支店 289,850

　　　　普通預金　ゆうちょ銀行振替口座 0

　　　未収金 60,780

　　　前払金 5,466

　　　流動資産合計 356,096

　２　固定資産

　　　LLP白金の湯出資金 3,000,000

　　　固定資産合計 3,000,000

　　　資産合計 3,356,096

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　預り金 300,000

　　　未払金 250,156

　　　前受金 56,000

　　　流動負債合計 606,156

　２　固定負債

　　　長期預り金　 3,000,000

　　　固定負債合計 3,000,000

　　　負債合計 3,606,156

　　　正味財産 △ 250,060

8

２０１８年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

２０１９年３月３１日現在

（特定非営利活動法人　養生の郷）

金　　額（単位：円）
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