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2019 年度 事業報告書 

特定非営利活動法人 関西大学カイザーズ総合型地域スポーツ・文化クラブ 

Ⅰ 事業期間 

 2019年4月1日 ～ 2020年3月31日 

 

Ⅱ 事業の成果 

大学が保有する知財（科学的・教育的知見）・人財（指導者、学生）・資財（施設）を地域社会と

の連携の中で最大限に活かし、地域社会への理解を深めるとともに、活性化につなげる活動を実施し

た。 

設立5年目となる今年度は、サッカー・アイスホッケー・チアダンス、体操のスクール事業とフィ

ギュアスケートクラブに加えバスケットボールスクールとテニスカレッジを新規に開講した。６つス

ポーツスクールと１つのクラブを運営し、スポーツスクール事業を充実させ、スポーツ活動を通して、

青少年が目標を持ち、それに挑戦する気持ちを引き出し、クラブの仲間とコミュニケーションをとる

ことによって社会性を身につける場を提供することが出来た。 

   また、今年度も他ＮＰＯ法人や諸団体と連携し様々なイベントを開催した。大きなイベントとして

は、安全で安心、かつアカデミックな環境で、主に子育て世代の母親の社会参画を支援するイベント

「まちＦＵＮまつり2019」を開催し、約7,000名もの参加者と共に、新しい関西大学ファン獲得の一

翼を担う形として成功裏に終えることができた。 

さらに、新規のイベントとして「カイザーズFactory2019」を開催した。このイベントは子供たち

にも文武両道を実践することを目的とし、午前は運動会、午後は英語教室や夏休みの宿題を大学生と

一緒に行う等、大学生との交流を通じ様々な成長を促す一助となった。 

これらの活動は、地域コミュニティ活性のためキャンパスを拓き地域住民の「つながる場」の創造

ができ、多くの参加者から次年度以降の継続開催について要望を頂いた。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 １ 特定非営利活動に係る事業 

（１）（事業名）  各種スポーツ及び文化スクールの企画・運営事業 

    （内 容）  スポーツスクールの開催（サッカー・アイスホッケー・チアダンス・体操・バス

ケットボール・テニス） 

スポーツクラブの運営（フィギュアスケートクラブ） 

    （実施場所） 関西大学千里山キャンパス中央グラウンド、屋内練習場（サッカー） 

関西大学 たかつき アイスアリーナ（アイスホッケー・フィギュアスケート） 

関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館（チアダンス・体操・バスケットボール） 

第４学舎３号館空中テニスコート（テニス） 

    （実施日時） 2019年4月～2020年2月（主に日曜日、体操は平日も開講） 

           ※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、2020年３月は全スクール休校 

    （事業の対象者）スポーツスクール参加希望者 

    （収 益）  31,557,098円 

    （費 用）  30,904,331円  【 当期正味財産増減額 】652,767円  

 

  ※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、2020年３月を休校とし、一切の活動を停止したため、 

事業収入（会費）として１ヵ月分約250万円の減収となった。 

 



 

 

 

（２）（事業名）  チャリウッド2019・梅田茶屋町 

    （内 容）  梅田キャンパスを拠点に梅田茶屋町・鶴野町の春の祭典「チャリウッド2019」に 

てカイザーズクラブスポーツスクールの体験やステージ、梅田キャンパス事務室 

及び各種協力団体と協力したイベント出展 

    （実施場所） 関西大学梅田キャンパス、梅田東コミュニティ会館、大阪梅田・茶屋町周辺 

    （実施日時） 2019年5月11日(土)～5月12日(日) 

    （事業の対象者）一般住民、未就学児童、小学生、関西大学の学生 他 

 

（３）（事業名）  キッズミュージアム2019 

    （内 容）  関西大学博物館主催行事への参画。カイザーズクラブスクール等の無料体験 他 

    （実施場所） 関西大学千里山キャンパスあすかの庭周辺 

    （実施日時） 2019年8月6日(火)～8月7日(水) 

    （事業の対象者）一般住民、未就学児童・小学生の子供 

 

（４）（事業名）  カイザーズFactory2019 

    （内 容）  文武両道を実践するため、運動会と英語教室や夏休みの宿題を大学生と一緒に行う 

ミックスイベント 

    （実施場所） 関西大学千里山キャンパス 千里山東体育館、凜風館、誠之館２号館 

    （実施日時） 2019年8月9日(金) 

    （事業の対象者）未就学児童、小学生、関西大学の学生 

 

（５）（事業名）  まちＦＵＮまつり2019 in 関西大学 

    （内 容）  ＮＰＯ法人ママふぁん関西との共催企画 

           協力企業としてミズノ株式会社、オリオン株式会社他製菓メーカー 

地域コミュニティ活性化にむけ大学を拓き市民の「つながる場」を創造する。 

    （実施場所） 関西大学千里山キャンパス 

    （実施日時） 2019年12月8日(日) 

    （事業の対象者）一般住民、未就学児童・小学生～高校生の子供 他 

 

 ２ その他の事業  実施しなかった 

 

Ⅳ 社員総会の開催状況 

 

 第４期 通常総会 

（日 時）  2019年6月19日（水）13時00分から13時30分 

（場 所）  関西大学会館 ３階 第一会議室 

（正会員総数）15名 

（出席者数） 14名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内 容）  第１議案 2018年度の事業報告に関する件 

第２議案 2018年度の収支決算報告に関する件 

第３議案 2019年度の事業計画書に関する件 

第４議案 2019年度の活動予算に関する件 

 

 

 



 

 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 第１６回 理事会  

（日 時）  2019年6月19日（水） 12時00分～13時00分 

（場 所）  関西大学会館 ３階 第一会議室 

（出席者）  理事・監事15名 出席者14名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内 容）  第１議案 2018年度の事業報告(案)に関する件 

第２議案 2018年度の収支決算報告(案)に関する件 

第３議案 2019年度の事業計画書(案)に関する件 

第４議案 2019年度の収支予算(案)に関する件 

第５議案 イベント開催に関する件 

第６議案 新規スクール（卓球クラブ）設立に関する件 

 

 第１７回 理事会  

（日 時）  2020年3月25日（水） 13時30分～15時00分 

（場 所）  関西大学会館 ３階 第一会議室 

（出席者）  理事・監事15名 出席者15名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内 容）  第１議案 新規スクールの立上げに関する件 

第２議案 スクールの学外指導に関する件 

第３議案 イベント企画に関する件 

報告事項 法人の今後の役員体制に関する件 

     その他 

 

以 上 



科目

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 150,000 
    賛助会員受取会費 2,685,000 2,835,000 

  【事業収益】
    スクール事業収益 28,207,000 

  【その他収益】
    受取　利息 38
    雑　収　益 515,060 515,098 
        経常収益  計 31,557,098 

【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      業務委託費 22,097,322 
      減価償却費 607,603 
      旅費交通費(事業) 46,820 
      消耗品　費(事業) 1,361,911 
      賃  借  料(事業) 3,511,650 
      保　険　料(事業) 839,798 
      諸　会　費(事業) 125,350 
      支払手数料(事業) 567,604 
      委　託　費(事業) 166,500 
      雑　　　費(事業) 398,863 
        その他経費計 29,723,421 
          事業費  計 29,723,421 

  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      旅費交通費(管理) 7,820
      寄　付　金 30,000 
      消耗品　費 292,903 
      広告宣伝費 20,000 
      支払手数料 239,673 
      雑　　　費 590,514 
        その他経費計 1,180,910 

          　管理費  計 1,180,910 
           　 経常費用  計 30,904,331 
             　 当期経常増減額 652,767 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
            経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 652,767 
        当期正味財産増減額 652,767 
        前期繰越正味財産額 4,298,904 
        次期繰越正味財産額 4,951,671 

※今年度はその他の事業を実施していません。

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日特定非営利活動法人関西大学カイザーズ総合型スポーツ・文化クラブ

金額



科目

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金 19,188

      普通　預金 3,998,179

        りそな銀行1 (3,272,240)

        りそな銀行2 (725,939)

        現金・預金 計 4,017,367

　　（貯蔵品） 159,803

　　（未収金） 337,120

　　（預託金） 9,550

506,473

          流動資産合計 4,523,840

  【固定資産】

    （車両運搬具） 3,041,667

    （長期前払費用） 384,971

          固定資産合計 3,426,638

            資産合計 7,950,478 

  【流動負債】

　　（未払金） 225,438

　　（仮受金） 14,549

    流動負債合計 239,987

  【固定負債】

　　（長期未払金） 2,758,820

    固定負債合計 2,758,820

      負債合計 2,998,807 

      正味財産 4,951,671 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人関西大学カイザーズ総合型スポーツ・文化クラブ

財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所

金額



科目

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金 19,188 

      普通　預金 3,998,179 

        現金・預金 計 4,017,367 

　　（貯蔵品） 159,803 

（未収金） 337,120 

（預託金） 9,550 

506,473

          流動資産合計 4,523,840 

  【固定資産】

    （車両運搬具） 3,041,667

    （長期前払費用） 384,971

          固定資産合計 3,426,638

            資産合計 7,950,478 

  【流動負債】

（未払金） 225,438 

（仮受金） 14,549 

    流動負債合計 239,987 

  【固定負債】

　　（長期未払金） 2,758,820

    固定負債合計 2,758,820

      負債合計 2,998,807 

  前期繰越正味財産 4,298,904 

  当期正味財産増減額 652,767 

    正味財産合計 4,951,671 

      負債及び正味財産合計 7,950,478 

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人関西大学カイザーズ総合型スポーツ・文化クラブ

貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所

《資産の部》

金額


