
[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    [経常収入]
      正会員会費収入 270,000 
        会費収入計 270,000 
      寄付収入 31,586,056 
        寄付金・募金収入計 31,586,056 
      助成金収入 6,508,100 
      補助金収入 4,526,000 
        助成金収入計 11,034,100 
      事業収入計
        自主事業収入 3,054,725 
          事業収入計 合計 3,054,725 
      受取利息収入 226 
      雑収入 43,290 
      為替差益 4,011 
      交通費収入 54,942 
        その他収入計 102,469 
          固定資産売却益計 0 
            経常収入　計 46,047,350 
    【事業費】
      給料手当 9,735,656 
      法定福利費 1,890,440 
      賞与 1,780,964 
        人件費計 13,407,060 
      商品材料 262,931 
      寄付・海外送金額 6,836,513 
      旅費交通費 624,660 
      印刷製本費 367,050 
      通信運搬費 780,067 
      広告宣伝費 202,551 
      企画制作費 5,200,000 
      消耗品費 29,441 
      業務委託費 2,842,194 
      研修・施設会場費 138,930 
      地代・家賃 1,156,572 
      水道光熱費 127,282 
      諸会費 77,340 
      支払い手数料 314,373 
      租税　公課 70,000 
        その他事業費計 19,029,904 
          当期事業費 計 32,436,964 
            合  計 32,436,964 
              事業費  計 32,436,964 
    【管理費】
      給料 手当 2,419,389 
      法定福利費 472,609 
      賞与 163,200 
        人件費計 3,055,198 
      旅費交通費 17,299 
      印刷製本費 40,320 
      通信運搬費 134,713 
      消耗品費 36,515 
      業務委託費 459,053 
      地代  家賃 289,140 
      水道光熱費 31,818 
      諸  会  費 1,000 
      支払手数料 33,247 
      雑      費 2,800 
        その他経費計 1,045,905 
      租税  公課 200 
        管理費  計 4,101,303 
          経常収支差額 9,509,083 
  ［経常外収支の部］
    【経常外収入】
      【経常外収入】 合計 0 
    【経常外支出】
      【経常外支出】 合計 0 
        当期収支差額 9,509,083 
        前期繰越収支差額 13,931,044 
        次期繰越収支差額 23,440,127 
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[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未  払  金 2,141,636 
   現      金 131,346   預  り  金 224,299 
   小口  現金 111,169    流動負債  計 2,365,935 
   普通  預金 36,395,540 負債の部合計 2,365,935 
   外貨 226,018 
    現金・預金 計 36,864,073  【正味財産】
  （売上債権）   正味  財産 35,127,671 
   未  収  金 398,614   (うち当期正味財産増加額) 9,508,330 
    売上債権 計 398,614    正味財産  計 35,127,671 
  （棚卸資産） 正味財産の部合計 35,127,671 
   商品 211,259 
    棚卸資産  計 211,259 
  （その他流動資産）
   立  替  金 130 
    その他流動資産  計 130 
     流動資産合計 37,474,076 
 【固定資産】
  （無形固定資産）
   電話加入権 19,530 
    無形固定資産  計 19,530 
     固定資産合計 19,530 

資産の部合計 37,493,606 負債・正味財産の部合計 37,493,606 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2021年12月31日 現在
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[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 131,346 
      小口  現金 111,169 
      普通  預金 36,395,540 
      外貨 226,018 
        現金・預金 計 36,864,073 
    （売上債権）
      未  収  金 398,614 
        売上債権 計 398,614 
    （棚卸資産）
      商品 211,259 
        棚卸資産  計 211,259 
    （その他流動資産）
      立  替  金 130 
        その他流動資産  計 130 
          流動資産合計 37,474,076 
  【固定資産】
    （無形固定資産）
      電話加入権 19,530 
        無形固定資産  計 19,530 
          固定資産合計 19,530 
            資産の部  合計 37,493,606 

  【流動負債】
    未  払  金 2,141,636 
    預  り  金 224,299 
      流動負債  計 2,365,935 
        負債の部  合計 2,365,935 

        正味財産 35,127,671 
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