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NPO法人ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬ-

第 16期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    受取会費 78,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 425,000 
  【事業収益】
    事業収益 36,601,532 
  【その他収益】
    受取  利息 33 
    雑  収  益 125,520 125,553 
        経常収益  計 37,230,085 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      外注費 26,478,090 
      諸  謝  金 9,000 
      旅費交通費 1,061,521 
      荷造運賃 70,561 
      通信費 48,313 
      広告宣伝費 494,616 
      消耗品  費 1,524,949 
      資料費 234,266 
      租税  公課 4,100 
      研  修  費 11,000 
      雑      費 18,746 
        その他経費計 29,955,162 
          事業費  計 29,955,162 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      旅費交通費 133,491 
      荷造運賃 14,070 
      通信費 224,893 
      消耗品  費 2,489,324 
      事務用品費 111,819 
      水道光熱費 144,910 
      地代  家賃 1,980,550 
      広告宣伝費 25,000 
      外注費 1,252,706 
      資料費 185,396 
      研修費 211,800 
      保  険  料 18,550 
      諸  会  費 24,000 
      租税  公課 91,735 
      支払手数料 36,310 
      雑      費 130,044 
        その他経費計 7,074,598 
          管理費  計 7,074,598 
            経常費用  計 37,029,760 
              当期経常増減額 200,325 
        税引前当期正味財産増減額 200,325 
          当期正味財産増減額 200,325 
          前期繰越正味財産額 3,510,122 

          次期繰越正味財産額 3,710,447 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日NPO法人ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬ-



  【流動資産】
      現　預　金 327,830 
      未  収  金 7,787,090 
      棚卸  資産 301,748 
          流動資産合計 8,416,668 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷      金 390,000 
        投資その他の資産  計 390,000 
          固定資産合計 390,000 

            資産合計 8,806,668 

  【流動負債】
    未  払  金 4,364,426 
    短期借入金 515,000 
    預  り  金 205,795 
    未払消費税等 11,000 
      流動負債合計 5,096,221 
        負債合計 5,096,221 

  前期繰越正味財産 3,510,122 
  当期正味財産増減額 200,325 
    正味財産合計 3,710,447 

      負債及び正味財産合計 8,806,668 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

NPO法人ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬ-
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
　最終仕入原価法による移動平均法
(2)消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業別損益の状況】 事業別損益の状況は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は 3,710,447 円ですが、そのうち使途の制約されているものはありません。

[税込]（単位：円）
内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

協働アート 0 25,000 25,000 0

合計 0 25,000 25,000 0

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
    短期借入金 100,000 415,000 515,000

合計 100,000 415,000 0 515,000

【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。

[税込]（単位：円）

科目
財務諸表に
計上された
金額

内、役員と
の取引

内、近親者
及び支配法
人等との取

引
（活動計算書）
事業費　外注費 26,478,090 11,660,305 0

活動計算書計 26,478,090 11,660,305 0

財務諸表の注記
2020年 3月31日 現在NPO法人ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬ-

備考



  【流動資産】
      現      金 97,482 
      現金（協働事業） 28,157 
      普通  預金 202,191 
        三菱UFJ銀行阿佐ヶ谷支店 (202,191)
        現金・預金 計 327,830 
      未  収  金 7,787,090 
      棚卸  資産 301,748 
          流動資産合計 8,416,668 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷      金 390,000 
        事務所 (360,000)
        倉庫 (30,000)
        投資その他の資産  計 390,000 
          固定資産合計 390,000 
            資産合計 8,806,668 

  【流動負債】
    未  払  金 4,364,426 
    短期借入金 515,000 
    預  り  金 205,795 
      源泉報酬一般 (205,795)
    未払消費税等 11,000 
      流動負債合計 5,096,221 
        負債合計 5,096,221 

        正味財産 3,710,447 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬ-
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所


