
21/04/01現在活動運営費収支報告

（株）マニューバーライン 大阪 ｸﾘｴｲﾁｬｰ・ﾌﾘｰｽﾀｲﾙなどサーフィン用品卸販売 8 40000 貸し会議室代金 3175
バルバス・バウ 大阪 大阪・堺のサーフショップ 5 25000 書類印刷代200x7P=1400枚 9000
カブクリゾート/ 濱田 三重 志摩市・市後の浜の総合リゾート施設 4 20000 事務用備品 2972
ｻｰﾌﾊｰﾄﾞｳｴｱｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(株) 千葉 FCS/ゴリラグリップなどサーフィン用品卸販売 2 10000 ポスター企画･製作･運送代 34650
パルウエダ株式会社 / 大阪 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟ・ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ 2 10000 振込手数料 54
和歌山ｻｰﾌｨﾝ連盟 和歌山 和歌山県体育連盟に属するサーフィン連盟、会長：梅本利樹 2 10000 ヤマト運輸メール便運送代 22522
IONDOCTOR / 金岡 大阪 スポーツ用品メーカー 2 10000 大会用備品+準備品 1458
浜村モータース 三重 伊勢・国府の浜の自動車整備会社 2 10000 大会用備品+準備品 3046
有限会社やまちゃん 大阪 大阪・阿倍野のたこ焼き屋さん、USJやお台場などにも展開 2 10000 大会ヒート表コピー代 2720
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱｳｴｰﾌﾞ 大阪 ﾎﾞｰﾄﾞ･ｱﾊﾟﾚﾙ輸入卸販売、大阪･八尾市のｻｰﾌｼｮｯﾌﾟ 2 10000 大会用スタッフ飲料 19980
プラスコトーネ / 野出 大阪 子供服製造販売会社 2 10000 大会用スタッフ昼食代７７食分 46200
ｲﾅﾎﾟﾘﾄﾚｲﾃﾞｨﾝｸﾞ/RASH 神奈川 ラッシュRASHｳｴｯﾄｽｰﾂ・ｱﾊﾟﾚﾙなど製造卸販売 1 5000 その他事務局年間経費 15000
オンヨネ(株) 大阪 ﾌﾞﾙｰｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰｱｲｽ/ｵﾝﾖﾈ、ｻｰﾌｳｴｱｰ製造卸販売 1 5000 大会用機材運搬運送費用 14610
海南島サーフクラブ / ｼｮｳﾍｲ 大阪 中国・海南島の開拓・イベント企画 1 5000 音響不足分レンタル 8640
ｼｰｶﾞﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 大阪 大阪のステッカー企画・製造会社 1 5000 振込手数料 216
すぎえ刺繍 大阪 大阪の刺しゅう屋さん 1 5000 2019年度ｻｰﾊﾞｰ代 3240
ﾄｩｯﾃｨｰﾋﾟｭｰﾛ / ｵｵｶﾞﾐ 大阪 大阪の子供服メーカー 1 5000 2019年度ﾄﾞﾒｲﾝ代 1598
常勝興業 / 小林 大阪 大阪・堺の解体業会社 1 5000 賞状 3059
ｽﾃｯﾌﾟｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂ 三重 伊勢・市後の浜のサーフショップ 1 5000 ｺﾋﾟｰ用紙 1137
プラヤサーフ 三重 伊勢・国府の浜のサーフショップ 1 5000 ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾅｰ 6881
チャージｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ 三重 伊勢・国府の浜のサーフショップ 1 5000 ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ(製作) 1600
JIBE BILLABON 三重 三重・松坂のサーフショップ 1 5000 振込手数料 216
京都・STRADIY 京都 京都のサーフショップ 1 5000 支出合計 ¥201,974
アールズｻｰﾌｶﾞﾚｰｼﾞ 大阪 大阪・堺のサーフボード製造販売 1 5000

ｹﾞｯﾄﾌﾘｰ 大阪 大阪・守口のサーフボード製造販売 1 5000

レオマグラテック 大阪 大阪・堺のサーフボードリペアファクトリー 1 5000

リップス 大阪 大阪・吹田市のサーフショップ 1 5000

サウスボーダー 大阪 大阪・泉佐野市のサーフショップ 1 5000

チキリサーフ 大阪 大阪・岸和田のサーフショップ 1 5000

ｻﾞ･ﾌﾞﾙｰｻｰﾌ 大阪 大阪市内のサーフショップ 1 5000

あじろ 三重 大会会場にて飲食ブース出店 1 5000

はなまる 三重 大会会場にて飲食ブース出店 1 5000

EDEL CAFÉ 三重 大会会場にて飲食ブース出店 1 5000

BALI HOUSE 三重 大会会場にて飲食ブース出店 1 5000

56 280000

ゆうちょ銀行通常貯金 19/4/1 受取利子 ¥12
ゆうちょ銀行通常貯金 19/10/1 受取利子 ¥12
ゆうちょ銀行通常貯金 20/4/1 受取利子 ¥10
ゆうちょ銀行通常貯金 20/10/1 受取利子 ¥8
前年度繰越活動運営費 19/02/01　現在 ¥171,196
１９年度活動運営費合計 ¥451,238

第９回関西オープン２０１９支出合計 20/02/01　現在 (¥201,974)

活動運営費残金 残金 20/02/01　現在 ¥249,264

コロナポスター制作 支出 20/10/20 振込 ¥33,000
振込手数料 支出 ¥220
事務備品＋送料 支出 20/10/20 振込 ¥23,205
振込手数料 支出 ¥100
２１年度活動運営費合計 ¥192,739

＊勝手ながら、活動運営費残金は今後の活動の費用にさせて頂きます。ご了承願います。

＊関西サーファーズユニオンは皆様からの活動運営費寄付により活動させて頂いております。
今後もご理解とご協力をよろしくお願い致します。

＊海岸保全に寄付するのため保金されてる金額
第４回関西オープン 保金 海岸保全協力金２０１４年分 ¥521,000
第５回関西オープン 保金 海岸保全協力金２０１５年分 ¥537,000
第６回関西オープン 保金 海岸保全協力金２０１６年分 ¥319,000
第７回関西オープン 保金 海岸保全協力金２０１７年分 ¥191,952
第８回関西オープン 保金 海岸保全協力金２０１８年分 ¥500,041
第９回関西オープン 保金 海岸保全協力金２０１９年分 ¥578,000
海岸保全協力金 支出 19/8/28 志摩市国府の浜へ寄付(手数料込) ¥-1,000,123
海岸保全協力金 残金 20/10/20現在 ¥1,646,870

１９年度活動運営費 第９回関西オープン２０１９支出


