
(法第28条第1項関係様式例) 

平成29年度事業報告書 

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 

特定非営利活動法人珠洲デカ曳山保存会 

1 事業の成果 

復活事業：「珠洲デカ曳山祭り」（以下「デカ曳山」と呼ぶ。）の伝承作業としての取組

み。 

 

① 人形造り 

第10回目に当り、60年前（旧デカ曳山の最後）中鵜島地区の龍と観音を題材として中央に

大きな龍を造り、設置した。その為、正面左側の屋飾を撤去して観音の場所とし、全体の

重量バランスを取る為、砂袋を10袋積み込んだ。又、生の松木を山主の了解をもらって2

本切り、設置した。赤松の特に松茸山に多いので今後困難が予想される。 

 

② イベント祭  平成 29 年 7 月 30 日（日） 

第9回に続きメイン会場を見附島前とし、干潮の時間、波に注意しデカ曳山の移動を行った。

2回目であり、予定より時間を短くする事が出来た。但し、砂浜が狭く、ロープにつながっ

て曳くという体験時間が少なかった。 

 

③ 将来の展望 

スタッフの高齢化、場所の移動によるスタッフの集まり不足等でイベント会場の準備作業

が遅れ、イベントそのものの変更等を検討しなければならない。特に地元地区である鵜島

地区の青年部、婦人部の協力を頼む必要性がある。 

展示場のテント張替工事は県の景観条例の変更により、テント材質の決定が遅れ来期（30

年4月）に延びた。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 (1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 

       事 業 内 容  実施 

 日時 

 実施 

  場所 

従事者 

の人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支出額 

(千円) 

ﾃﾞｶ曳山の復元・製

作、製作技術伝承 

ﾃﾞｶ曳山の製作 ７月中旬から

下旬 

保管庫

等 

21人  660 

ﾃﾞｶ曳山保管展示

場運営 

ﾃﾞｶ曳山の保管とその展示 随時 保管庫   364 

ﾃﾞｶ曳山情報発信 珠洲ﾃﾞｶ曳山祭りの開催 ７月 30日 珠洲市鵜

島地区 

50 人 約 100 人 372 

各種団体との交流 ﾃﾞｶ曳山を通じた地域内外

との交流 

６月 珠洲市飯

田地区 

  30 

 



 (2) その他の事業 

定款の 

事業名 

   事   業   内   容  実施 

 日時 

 実施 

 場所 

従事者 

の人数 

支出額 

(千円) 

      

 



自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒927-1228
石川県珠洲市宝立町柏原９字１２番地２

ＮＰＯ法人珠洲デカ曳山保存会
(法人番号：3220005006819)

理事長　平蔵歳吉

第１０期

決算報告書



（単位：円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

Ⅰ  経常収益

   1. 受取寄附金

5,553,000 5,553,000      受取寄付金

   2. その他収益

78      受取利息

1,894,230      保険金収入

25,150 1,919,458      雑収益

7,472,458    経常収益計

Ⅱ  経常費用

   1. 事業費

    (1) その他経費

142,922        印刷製本費

86,400        修繕費

13,147        水道光熱費

200,000        地代家賃

26,136        賃借料

197,916        減価償却費

119,240        保険料

436,830        デカ曳山製作組立費

115,252        デカ曳山イベント開催費

30,000        各種団体への交流費

30,000        雑費

1,397,843        その他経費計

1,397,843      事業費計

   2. 管理費

    (1) その他経費

7,560        印刷製本費

1,010        会議費

164,088        通信運搬費

36,638        消耗品費

40,000        交際費

240,000        地代家賃

129,470        管理費

2,592        雑費

621,358        その他経費計

621,358      管理費計

2,019,201    経常費用計

5,453,257      当期経常増減額

Ⅲ  経常外収益

0    経常外収益計

Ⅳ  経常外費用

0    経常外費用計

5,453,257      税引前当期正味財産増減額

5,453,257      当期正味財産増減額

9,003,605      前期繰越正味財産額

14,456,862      次期繰越正味財産額

※今年度はその他の事業を実施していません。

活動計算書

ＮＰＯ法人珠洲デカ曳山保存会

平成 29年  4月  1日 から平成 30年  3月 31日 まで



（単位：円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

12,118,419      現金預金

2,172      棚卸資産

12,120,591      流動資産合計

   2. 固定資産

    (1) 有形固定資産

1        建物

1        車両運搬具

2        有形固定資産計

    (2) 無形固定資産

2,517,800        借地権

2,517,800        無形固定資産計

    (3) 投資その他の資産

0        投資その他の資産計

2,517,802      固定資産合計

14,638,393    資産合計

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

180,000      未払金

1,531      預り金

181,531      流動負債合計

   2. 固定負債

0      固定負債合計

181,531    負債合計

Ⅲ  正味財産の部

9,003,605      前期繰越正味財産

5,453,257      当期正味財産増減額

14,456,862    正味財産合計

14,638,393    負債及び正味財産合計

貸借対照表

ＮＰＯ法人珠洲デカ曳山保存会

平成 30年  3月 31日 現在



【様式３】

期首取得価額

23,753,000
1,000,000

24,753,000

　　車両運搬具は定率法。なお、貸借対照表の車両運搬具は減価償却累計額999,999円が控除された金額です。

　貸借対照表計

　活動計算書計 4,000,000 4,000,000
（貸借対照表）

寄付金 4,000,000 4,000,000
（活動計算書）

（単位：円）
科目

24,753,000 2
車両運搬具

３．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。

内役員及び近親者との取引計算書類に計上された金額

△ 23,752,999
1,000,000 △ 999,999

△ 24,752,998
1

合計

1
有形固定資産
　　建物

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

23,753,000

　　建物は定額法。なお、貸借対照表の建物は減価償却累計額23,752,999円が控除された金額です。

特定非営利活動法人　珠洲デカ曳山保存会

　計算書類の注記　

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっ
ています。

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法



ＮＰＯ法人珠洲デカ曳山保存会
（単位：円）

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金

現金手許有高 37,376
      普通預金

北國銀行宝立・珠洲支店 4,667
北陸銀行珠洲支店 12,065,310
興能信用金庫珠洲支店 4,609
ゆうちょ銀行 6,457

      棚卸資産 2,172
      流動資産合計 12,120,591
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        建物

デカ曳山保管施設 1
        車両運搬具 1
        有形固定資産計 2
    (2) 無形固定資産
        借地権

建物敷地造成費等 2,517,800
        無形固定資産計 2,517,800
    (3) 投資その他の資産
        投資その他の資産計 0
      固定資産合計 2,517,802
    資産合計 14,638,393

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 見附ドーム家賃７～３月分 180,000
      預り金 1,531
      流動負債合計 181,531
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 181,531
    正味財産 14,456,862

財　産　目　録

平成 30年  3月 31日 現在

科　　　　目 金　　　　額


