
佐倉市稲荷台１－１７－１　２Ｆ

決 算 報 告 書 （2014年3月～2015年3月）

自 2014年 4月 1日

至 2015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 21,588 
      普通　預金 77,426 
        現金・預金 計 99,014 
    （売上債権）
      未　収　金 3,500 
        売上債権 計 3,500 
          流動資産合計 102,514 

            資産合計 102,514 

  【流動負債】
    未　払　金 537,804 
    預　り　金 100 
      流動負債合計 537,904 
  【固定負債】
    長期借入金 1,260,150 
      固定負債合計 1,260,150 
        負債合計 1,798,054 

  前期繰越正味財産 0 
  当期正味財産増減額 △ 1,695,540 
    正味財産合計 △ 1,695,540 

      負債及び正味財産合計 102,514 

《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）

2015年 3月31日 現在



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 21,588 
      普通　預金 77,426 
        ゆうちょ銀行 (20,123)
        千葉銀行 (57,303)
        現金・預金 計 99,014 
    （売上債権）
      未　収　金 3,500 
        売上債権 計 3,500 
          流動資産合計 102,514 
            資産合計 102,514 

  【流動負債】
    未　払　金 537,804 
    預　り　金 100 
      流動負債合計 537,904 
  【固定負債】
    長期借入金 1,260,150 
      固定負債合計 1,260,150 
        負債合計 1,798,054 

        正味財産 △ 1,695,540 

《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）

2015年 3月31日 現在



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 49,000 
    賛助会員受取会費 5,000 
    受取入会金 27,000 81,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 7,100 
  【受取助成金等】
    受取助成金 800,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 241,000 
  【その他収益】
    受取　利息 39 
    雑収入 7,306 7,345 
        経常収益  計 1,136,445 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,300,637 
      法定福利費(事業) 223,218 
        人件費計 1,523,855 
    （その他経費）
        新聞図書費(事業) 16,200 
      売上　原価 0 
      諸　謝　金 413,383 
      印刷製本費(事業) 50,000 
      旅費交通費(事業) 36,641 
      通信運搬費(事業) 127,284 
      消耗品　費(事業) 95,044 
      水道光熱費(事業) 175,471 
      地代　家賃(事業) 225,000 
      租税　公課(事業) 1,670 
      研　修　費 104,714 
      支払手数料(事業) 80 
      雑　　　費(事業) 62,643 
        その他経費計 1,308,130 
          事業費  計 2,831,985 
  【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 2,831,985 
              当期経常増減額 △ 1,695,540 
【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 △ 1,695,540 
          当期正味財産増減額 △ 1,695,540 
          前期繰越正味財産額 0 

          次期繰越正味財産額 △ 1,695,540 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2014年 4月 1日  至 2015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 49,000 
    賛助会員受取会費 5,000 
    受取入会金 27,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 7,100 
  【受取助成金等】
    受取助成金 800,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 241,000 
  【その他収益】
    受取　利息 39 
    雑収入 7,306 
        経常収益  計 1,136,445 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,300,637 
      法定福利費(事業) 223,218 
        人件費計 1,523,855 
    （その他経費）
        新聞図書費(事業) 16,200 
        売上　原価 0 
      諸　謝　金 413,383 
      印刷製本費(事業) 50,000 
      旅費交通費(事業) 36,641 
      通信運搬費(事業) 127,284 
      消耗品　費(事業) 95,044 
      水道光熱費(事業) 175,471 
      地代　家賃(事業) 225,000 
      租税　公課(事業) 1,670 
      研　修　費 104,714 
      支払手数料(事業) 80 
      雑　　　費(事業) 62,643 
        その他経費計 1,308,130 
          事業費  計 2,831,985 
  【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 2,831,985 
            当期経常増減額 △ 1,695,540 
【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 △ 1,695,540 
      当期正味財産増減額 △ 1,695,540 
      前期繰越正味財産額 0 
      次期繰越正味財産額 △ 1,695,540 

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき
自 2014年 4月 1日  至 2015年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



【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　　　　　870,150円
　吉川久子（田代和美母）より長期借入　 390,000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
2015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 21,588 
      普通　預金 77,426 
        ゆうちょ銀行 (20,123)
        千葉銀行 (57,303)
        現金・預金 計 99,014 
    （売上債権）
      未　収　金 3,500 
        売上債権 計 3,500 
          流動資産合計 102,514 
            資産合計 102,514 

  【流動負債】
    未　払　金 537,804 
    預　り　金 100 
      流動負債合計 537,904 
  【固定負債】
    長期借入金 1,260,150 
      固定負債合計 1,260,150 
        負債合計 1,798,054 

        正味財産 △ 1,695,540 

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）

2015年 3月31日 現在
《資産の部》
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