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決 算 報 告 書 （2015年4月～2016年3月）

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 27,862 
      普通　預金 34,826 
        現金・預金 計 62,688 
    （売上債権）
      未　収　金 25,000 
        売上債権 計 25,000 
    （その他流動資産）
      前　払　金 45,000 
        その他流動資産  計 45,000 
          流動資産合計 132,688 

            資産合計 132,688 

  【流動負債】
    未　払　金 100,802 
    預　り　金 100 
      流動負債合計 100,902 
  【固定負債】
    長期借入金 3,003,710 
      固定負債合計 3,003,710 
        負債合計 3,104,612 

  前期繰越正味財産 △ 1,695,540 
  当期正味財産増減額 △ 1,276,384 
    正味財産合計 △ 2,971,924 

      負債及び正味財産合計 132,688 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

2016年 3月31日 現在



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 27,862 
      普通　預金 34,826 
        ゆうちょ銀行 (9,790)
        千葉銀行 (23,036)
        ゆうちょ振替口座 (2,000)
        現金・預金 計 62,688 
    （売上債権）
      未　収　金 25,000 
        売上債権 計 25,000 
    （その他流動資産）
      前　払　金 45,000 
        その他流動資産  計 45,000 
          流動資産合計 132,688 
            資産合計 132,688 

  【流動負債】
    未　払　金 100,802 
    預　り　金 100 
      流動負債合計 100,902 
  【固定負債】
    長期借入金 3,003,710 
      固定負債合計 3,003,710 
        負債合計 3,104,612 

        正味財産 △ 2,971,924 

《資産の部》

《負債の部》

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2016年 3月31日 現在



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 48,000 
    賛助会員受取会費 5,000 
    受取入会金 11,000 64,000 
  【受取寄付金】
    現物寄付 38,097 
    受取寄付金 109,073 147,170 
  【受取助成金等】
    受取助成金 851,900 
  【事業収益】
    自主事業収益 352,800 
    受託事業収益 18,442 371,242 
  【その他収益】
    雑収入 6,910 
    受取　利息 33 6,943 
        経常収益  計 1,441,255 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,258,377 
      法定福利費(事業) 56,653 
        人件費計 1,315,030 
    （その他経費）
      諸　謝　金 644,861 
      印刷製本費(事業) 104,760 
      旅費交通費(事業) 14,234 
      通信運搬費(事業) 56,436 
      消耗品　費(事業) 18,819 
      水道光熱費(事業) 179,238 
      地代　家賃(事業) 180,000 
      保　険　料(事業) 1,120 
      租税　公課(事業) 7,000 
      研　修　費 16,500 
      支払手数料(事業) 540 
      雑　　　費(事業) 179,101 
        その他経費計 1,402,609 
          事業費  計 2,717,639 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
        その他経費計 0 
          管理費  計 0 
            経常費用  計 2,717,639 
              当期経常増減額 △ 1,276,384 
【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 △ 1,276,384 
          当期正味財産増減額 △ 1,276,384 
          前期繰越正味財産額 △ 1,695,540 

          次期繰越正味財産額 △ 2,971,924 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2015年 4月 1日  至 2016年 3月31日ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき



[税込]（単位：円）

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 48,000 
    賛助会員受取会費 5,000 
    受取入会金 11,000 
  【受取寄付金】
    現物寄付 38,097 
    受取寄付金 109,073 
  【受取助成金等】
    受取助成金 851,900 
  【事業収益】
    自主事業収益 352,800 
    受託事業収益 18,442 
  【その他収益】
    雑収入 6,910 
    受取　利息 33 
        経常収益  計 1,441,255 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,258,377 
      法定福利費(事業) 56,653 
        人件費計 1,315,030 
    （その他経費）
      諸　謝　金 644,861 
      印刷製本費(事業) 104,760 
      旅費交通費(事業) 14,234 
      通信運搬費(事業) 56,436 
      消耗品　費(事業) 18,819 
      水道光熱費(事業) 179,238 
      地代　家賃(事業) 180,000 
      保　険　料(事業) 1,120 
      租税　公課(事業) 7,000 
      研　修　費 16,500 
      支払手数料(事業) 540 
      雑　　　費(事業) 179,101 
        その他経費計 1,402,609 
          事業費  計 2,717,639 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      その他経費計 0 
        管理費  計 0 
          経常費用  計 2,717,639 
            当期経常増減額 △ 1,276,384 
【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 △ 1,276,384 
      当期正味財産増減額 △ 1,276,384 
      前期繰越正味財産額 △ 1,695,540 
      次期繰越正味財産額 △ 2,971,924 

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき
自 2015年 4月 1日  至 2016年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



【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

合計

【役員及びその近親者との取引の内容】
　理事長 　　田代和美より長期借入　　　　　1,583,560円
　副理事長　 中島　淳氏より長期借入 　　　   160,000円
　

[税込]（単位：円）

科目 財務諸表に計上された金額 内役員及び近親者との取引

（活動計算書）

活動計算書計

財務諸表の注記
2016年 3月31日 現在ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 27,862 
      普通　預金 34,826 
        ゆうちょ銀行 (9,790)
        千葉銀行 (23,036)
        ゆうちょ振替口座 (2,000)
        現金・預金 計 62,688 
    （売上債権）
      未　収　金 25,000 
        売上債権 計 25,000 
    （その他流動資産）
      前　払　金 45,000 
        その他流動資産  計 45,000 
          流動資産合計 132,688 
            資産合計 132,688 

  【流動負債】
    未　払　金 100,802 
    預　り　金 100 
      流動負債合計 100,902 
  【固定負債】
    長期借入金 3,003,710 
      固定負債合計 3,003,710 
        負債合計 3,104,612 

        正味財産 △ 2,971,924 

上記は財産目録に相違ない。

NPO法人ほっとすぺーす・つき
理事長 田代　和美　　㊞

《負債の部》

財　産　目　録
ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき [税込]（単位：円）

2016年 3月31日 現在
《資産の部》
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