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決 算 報 告 書 （2018年4月～2019年3月）



2019年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           29,601 

      小口　現金           30,736 

      普通　預金          209,551 

        現金・預金 計          269,888 

          流動資産合計          269,888 

            資産合計          269,888 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           35,114 

    前　受　金            2,000 

    預　り　金            2,500 

      流動負債合計           39,614 

  【固定負債】

    長期借入金        3,983,710 

      固定負債合計        3,983,710 

        負債合計        4,023,324 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産      △3,916,893 

  当期正味財産増減額          163,457 

    正味財産合計      △3,753,436 

      負債及び正味財産合計          269,888 



2019年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           29,601 

      小口　現金           30,736 

      普通　預金          209,551 

        ゆうちょ銀行           (5,188)

        千葉銀行         (104,361)

        京葉銀行         (100,002)

        現金・預金 計          269,888 

          流動資産合計          269,888 

            資産合計          269,888 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           35,114 

    前　受　金            2,000 

    預　り　金            2,500 

      流動負債合計           39,614 

  【固定負債】

    長期借入金        3,983,710 

      固定負債合計        3,983,710 

        負債合計        4,023,324 

 

        正味財産      △3,753,436 



ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき 自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           90,000 

    賛助会員受取会費            5,000 

    受取入会金           13,000          108,000 

  【受取寄付金】

    現物寄付          499,286 

    受取寄付金          483,676 

    資産受贈益           88,634        1,071,596 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,450,233 

  【事業収益】

    自主事業収益          365,880 

    受託事業収益          294,543          660,423 

  【その他収益】

    雑収入               50 

    受取　利息                4               54 

        経常収益  計        3,290,306 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料(事業)          286,514 

        人件費計          286,514 

    （その他経費）

      諸　謝　金          470,808 

      印刷製本費(事業)          248,320 

      会　議　費(事業)            9,386 

      旅費交通費(事業)          117,510 

      通信運搬費(事業)          139,448 

      消耗品　費(事業)          184,881 

      修　繕　費(事業)          295,480 

      水道光熱費(事業)          320,822 

      地代　家賃(事業)          180,000 

      保　険　料(事業)           39,728 

      諸　会　費(事業)           30,000 

      研　修　費           65,440 

      支払手数料(事業)            2,889 

      雑　　　費(事業)          151,369 

      食材費（事業）          574,254 

        その他経費計        2,830,335 

          事業費  計        3,116,849 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      租税　公課           10,000 



ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき 自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        その他経費計           10,000 

          管理費  計           10,000 

            経常費用  計        3,126,849 

              当期経常増減額          163,457 

【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          163,457 

          当期正味財産増減額          163,457 

          前期繰越正味財産額      △3,916,893 

          次期繰越正味財産額      △3,753,436 



自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           90,000 

    賛助会員受取会費            5,000 

    受取入会金           13,000 

  【受取寄付金】

    現物寄付          499,286 

    受取寄付金          483,676 

    資産受贈益           88,634 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,450,233 

  【事業収益】

    自主事業収益          365,880 

    受託事業収益          294,543 

  【その他収益】

    雑収入               50 

    受取　利息                4 

        経常収益  計        3,290,306 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料(事業)          286,514 

        人件費計          286,514 

    （その他経費）

      諸　謝　金          470,808 

      印刷製本費(事業)          248,320 

      会　議　費(事業)            9,386 

      旅費交通費(事業)          117,510 

      通信運搬費(事業)          139,448 

      消耗品　費(事業)          184,881 

      修　繕　費(事業)          295,480 

      水道光熱費(事業)          320,822 

      地代　家賃(事業)          180,000 

      保　険　料(事業)           39,728 

      諸　会　費(事業)           30,000 

      研　修　費           65,440 

      支払手数料(事業)            2,889 

      雑　　　費(事業)          151,369 

      食材費（事業）          574,254 

        その他経費計        2,830,335 

          事業費  計        3,116,849 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      租税　公課           10,000 



自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

        その他経費計           10,000 

          管理費  計           10,000 

            経常費用  計        3,126,849 

              当期経常増減額          163,457 

【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          163,457 

      当期正味財産増減額          163,457 

      前期繰越正味財産額      △3,916,893 

      次期繰越正味財産額      △3,753,436 


