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2021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 

2021年4月1日 ～ 2022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７年目となった2021年度は、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、テニスの既存スクール事業に加え、新たに卓球スクールを2021年９月に開講した。これによ

りフィギュアスケートクラブ（KFSC）を合わせた７つスポーツスクールと１つのクラブ運営を行った。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言や学校法人関西大学からの体育施設使用

制限により、スクール休校措置を取る期間があったが、スクール実施期間中は感染症予防対策を行い、

オンラインによる活動も推進し、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。 

 本法人を設立してから継続的に実施してきた、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や安全で安心、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」、及び2019年度に開催し好評であった、子供たちと大学

生との交流や関西大学のファンを増やすことを目的としたイベント「カイザーズFactory」等、全て

のイベントを新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で２年連続中止とした。 

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・卓球） 

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・卓球） 

第４学舎３号館空中テニスコート（テニス）※2021年度休校 

（実施日時） 2021年4月～2022年3月（主に土曜日・日曜日、体操は平日も開講） 

（事業対象者）スポーツスクール参加希望者 

（収 益） 21,125,351円 

（費 用）  20,709,273円  【 当期正味財産増減額 】416,078円 

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６期 通常総会 

（日  時）  2021年６月25日（金）14時45分から15時00分 

（場  所）  ZOOMによるオンライン開催 

（正会員総数） 14名 

（出席者数）  13名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内 容）   ○審議事項 

第１議案 2020年度の事業報告に関する件 

第２議案 2020年度の決算報告に関する件 

第３議案 2021年度の事業計画に関する件 

第４議案 2021年度の予算に関する件 

 

 

Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 

 第23回 理事会  

（日  時）  2021年５月19日（水） 11時30分～12時30分 

（場  所）  ZOOMによるオンライン開催 

（出 席 者）  理事・監事総数14名 出席者14名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内  容）  ○報告事項 

第１議案 KFSC所属選手のたかつきアイスアリーナのリンク使用に関する件 

第２議案 カイザーズクラブ体操教室選手クラスの廃止に関する件 

○報告事項 

第１議案 スクールの開催状況及び会員数（4月末日現在）について 

 

第24回 理事会  

（日  時）  2021年６月25日（金） 14時00分～14時45分 

（場  所）  ZOOMによるオンライン開催 

（出 席 者）  理事・監事総数14名 出席者13名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内  容）  ○審議事項 

第１議案 2020年度の事業報告(案)に関する件 

第２議案 2020年度の決算報告(案)に関する件 

第３議案 2021年度の事業計画(案)に関する件 

第４議案 2021年度の予算(案)に関する件 

○報告事項  

第１議案 体操教室選手クラスの対応について（第23回理事会以降のご報告） 

第２議案 2021年度関西大学博物館キッズミュージアムの実施について 

第３議案 カイザーズFactory＆まちFUN自由研究（イベント）について 

第４議案 関西大学校友会イベント「大学昇格100年記念・関西大学フェスティバルin 

関西」へのカイザーズクラブに対する協力依頼について 

第５議案 カイザーズクラブスクールの再開について 

第６議案 スクール会員数について 

第７議案 総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度の整備について 

第８議案 2021年度賛助会員への返礼グッズについて 

 

 

 

 



 

 

 

 第25回 理事会  

（日  時）  2021年10月８日（金） 15時30分～16時00分 

（場  所）  ZOOMによるオンライン開催 

（出 席 者）  理事・監事総数14名 出席者13名（書面表決者又は表決委任者なし） 

（内  容）  ○審議事項 

第１議案 関西大学校友会との連携協定締結に関する件 

第２議案 今後のイベント企画に関する件 

○報告事項 

第１議案 スクールの開催状況及び会員数（2021年9月末日現在）について 

 

 

主要理事メンバー会議  

（日  時）  2021年６月２日（水） 11時00分～12時00分 

（場  所）  関西大学千里山キャンパス 関西大学会館３階 第１会議室 

（出 席 者）  理事・監事 ９名 

（内  容）  ○議 題 

第１議案 体操教室選手クラスの廃止に関する今後の進め方について 

第２議案 ６月以降のカイザーズクラブスクール実施可否について 

○報告事項 

第１議案 2021年度賛助会費返礼品のＴシャツ発注について 

 

以 上 



科目

【経常収益】

 【受取会費】

 正会員入会金 10,000 

 正会員受取会費 140,000 

 賛助会員受取会費 1,890,000 2,040,000 

 【事業収益】

スクール事業収益 17,458,870 

 【その他収益】

 受取　利息 38

 雑　収　益 1,626,443 1,626,481 

 経常収益  計 21,125,351 

【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 13,730,646 

 減価償却費 982,267 

 旅費交通費(事業) 0 

 消耗品　費(事業) 1,221,390 

 賃  借  料(事業) 2,697,250 

 保　険　料(事業) 688,790 

 諸　会　費(事業) 0 

 支払手数料(事業) 433,775 

 租税公　課(事業) 39,180 

 雑　 　費(事業) 58,680 

 その他経費計 19,851,978 

 事業費  計 19,851,978 

 【管理費】

 （人件費）

   人件費計 0 

 （その他経費）

 旅費交通費(管理) 0

 通信運搬費 218,281 

 消耗品　費 74,917 

 印刷製本費 68,490 

 支払手数料 441,710 

 雑　 　費 53,897 

 その他経費計 857,295 

　管理費  計 857,295 

 経常費用  計 20,709,273 

 当期経常増減額 416,078 
【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 416,078 

 当期正味財産増減額 416,078 

 前期繰越正味財産額 5,948,466 
 次期繰越正味財産額 6,364,544 

※今年度はその他の事業を実施していません。

別添資料 1

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 4月 1日  至 2022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 11,397

 普通　預金 4,675,580

 りそな銀行1 (2,673,666)

 りそな銀行2 (2,001,914)

 現金・預金 計 4,686,977

　（貯蔵品） 0

　（未収金） 2,262,765

　（預託金） 9,550

2,272,315

   流動資産合計 6,959,292

 【固定資産】

 （車両運搬具） 1,353,205

（ソフトウエア） 1,322,787

（長期前払費用） 222,877

 固定資産合計 2,898,869

   資産合計 9,858,161 

 【流動負債】

　（未払金） 1,581,997

　（仮受金） 0

 流動負債合計 1,581,997

 【固定負債】

　（長期未払金） 1,911,620

 固定負債合計 1,911,620

 負債合計 3,493,617 

 正味財産 6,364,544 

別添資料 2

《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）

2022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 11,397 

 普通　預金 4,675,580 

 現金・預金 計 4,686,977 

　（貯蔵品） 0 

（未収金） 2,262,765 

（預託金） 9,550 

2,272,315

   流動資産合計 6,959,292 

 【固定資産】

 （車両運搬具） 1,353,205

（ソフトウエア） 1,322,787

（長期前払費用） 222,877

 固定資産合計 2,898,869

   資産合計 9,858,161 

 【流動負債】

（未払金） 1,581,997 

（仮受金） 0 

 流動負債合計 1,581,997 

 【固定負債】

　（長期未払金） 1,911,620

 固定負債合計 1,911,620

 負債合計 3,493,617 

 前期繰越正味財産 5,948,466 

 当期正味財産増減額 416,078 

 正味財産合計 6,364,544 

 負債及び正味財産合計 9,858,161 

別添資料 3

《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）

2022年 3月31日 現在全事業所

《資産の部》

金額




