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決 算 報 告 書 （2016年4月～2017年3月）

自 2016年 4月 1日

至 2017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 26,990 
      小口　現金 1,518 
      普通　預金 649,772 
        現金・預金 計 678,280 
    （売上債権）
      未　収　金 47,500 
        売上債権 計 47,500 
    （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 770,780 

            資産合計 770,780 

  【流動負債】
    未　払　金 222,196 
    短期借入金 150,000 
      流動負債合計 372,196 
  【固定負債】
    長期借入金 3,885,710 
      固定負債合計 3,885,710 
        負債合計 4,257,906 

  前期繰越正味財産 △ 2,971,924 
  当期正味財産増減額 △ 515,202 
    正味財産合計 △ 3,487,126 

      負債及び正味財産合計 770,780 

《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）

2017年 3月31日 現在



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 26,990 
      小口　現金 1,518 
      普通　預金 649,772 
        ゆうちょ銀行 (524,736)
        千葉銀行 (73,036)
        ゆうちょ振替口座 (2,000)
        京葉銀行 (50,000)
        現金・預金 計 678,280 
    （売上債権）
      未　収　金 47,500 
        売上債権 計 47,500 
    （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 770,780 
            資産合計 770,780 

  【流動負債】
    未　払　金 222,196 
    短期借入金 150,000 
      流動負債合計 372,196 
  【固定負債】
    長期借入金 3,885,710 
      固定負債合計 3,885,710 
        負債合計 4,257,906 

        正味財産 △ 3,487,126 

《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）

2017年 3月31日 現在



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 102,000 
    賛助会員受取会費 17,000 
    受取入会金 40,000 159,000 
  【受取寄付金】
    現物寄付 543,096 
    受取寄付金 744,830 1,287,926 
  【受取助成金等】
    受取助成金 740,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 487,400 
    受託事業収益 216,828 704,228 
  【その他収益】
    受取　利息 12 
        経常収益  計 2,891,166 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,282,226 
        人件費計 1,282,226 
    （その他経費）
        新聞図書費(事業) 32,400 
      売上　原価 0 
      諸　謝　金 296,404 
      旅費交通費(事業) 39,930 
      通信運搬費(事業) 156,327 
      消耗品　費(事業) 139,516 
      水道光熱費(事業) 202,320 
      地代　家賃(事業) 180,000 
      保　険　料(事業) 35,700 
      諸　会　費(事業) 30,000 
      租税　公課(事業) 1,300 
      研　修　費 235,144 
      支払手数料(事業) 350 
      雑　　　費(事業) 155,440 
      食材費（事業） 594,677 
      交際費（事業） 17,890 
        その他経費計 2,117,398 
          事業費  計 3,399,624 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 820 
      消耗品　費 1,734 
      新聞図書費 3,140 
      租税　公課 1,050 
        その他経費計 6,744 
          管理費  計 6,744 
            経常費用  計 3,406,368 
              当期経常増減額 △ 515,202 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2016年 4月 1日  至 2017年 3月31日ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2016年 4月 1日  至 2017年 3月31日ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき
        税引前当期正味財産増減額 △ 515,202 
          当期正味財産増減額 △ 515,202 
          前期繰越正味財産額 △ 2,971,924 

          次期繰越正味財産額 △ 3,487,126 



[税込]（単位：円）

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 102,000 
    賛助会員受取会費 17,000 
    受取入会金 40,000 
  【受取寄付金】
    現物寄付 543,096 
    受取寄付金 744,830 
  【受取助成金等】
    受取助成金 740,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 487,400 
    受託事業収益 216,828 
  【その他収益】
    受取　利息 12 
        経常収益  計 2,891,166 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,282,226 
        人件費計 1,282,226 
    （その他経費）
        新聞図書費(事業) 32,400 
        売上　原価 0 
      諸　謝　金 296,404 
      旅費交通費(事業) 39,930 
      通信運搬費(事業) 156,327 
      消耗品　費(事業) 139,516 
      水道光熱費(事業) 202,320 
      地代　家賃(事業) 180,000 
      保　険　料(事業) 35,700 
      諸　会　費(事業) 30,000 
      租税　公課(事業) 1,300 
      研　修　費 235,144 
      支払手数料(事業) 350 
      雑　　　費(事業) 155,440 
      食材費（事業） 594,677 
      交際費（事業） 17,890 
        その他経費計 2,117,398 
          事業費  計 3,399,624 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 820 
      消耗品　費 1,734 
      新聞図書費 3,140 
      租税　公課 1,050 
        その他経費計 6,744 
          管理費  計 6,744 
            経常費用  計 3,406,368 
              当期経常増減額 △ 515,202 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき
自 2016年 4月 1日  至 2017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
自 2016年 4月 1日  至 2017年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

    税引前当期正味財産増減額 △ 515,202 
      当期正味財産増減額 △ 515,202 
      前期繰越正味財産額 △ 2,971,924 
      次期繰越正味財産額 △ 3,487,126 



【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
2017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 26,990 
      小口　現金 1,518 
      普通　預金 649,772 
        ゆうちょ銀行 (524,736)
        千葉銀行 (73,036)
        ゆうちょ振替口座 (2,000)
        京葉銀行 (50,000)
        現金・預金 計 678,280 
    （売上債権）
      未　収　金 47,500 
        売上債権 計 47,500 
    （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 770,780 
            資産合計 770,780 

  【流動負債】
    未　払　金 222,196 
    短期借入金 150,000 
      流動負債合計 372,196 
  【固定負債】
    長期借入金 3,885,710 
      固定負債合計 3,885,710 
        負債合計 4,257,906 

        正味財産 △ 3,487,126 

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）

2017年 3月31日 現在
《資産の部》
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