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決 算 報 告 書 （2017年4月～2018年3月）

自 2017年 4月 1日

至 2018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 14,570 
      小口　現金 51,865 
      普通　預金 593,576 
        現金・預金 計 660,011 
    （売上債権）
      未　収　金 30,000 
        売上債権 計 30,000 
          流動資産合計 690,011 

            資産合計 690,011 

  【流動負債】
    未　払　金 571,194 
    短期借入金 52,000 
      流動負債合計 623,194 
  【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 4,606,904 

  前期繰越正味財産 △ 3,487,126 
  当期正味財産増減額 △ 429,767 
    正味財産合計 △ 3,916,893 

      負債及び正味財産合計 690,011 

《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）

2018年 3月31日 現在



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 14,570 
      小口　現金 51,865 
      普通　預金 593,576 
        ゆうちょ銀行 (317,538)
        千葉銀行 (6,037)
        京葉銀行 (270,001)
        現金・預金 計 660,011 
    （売上債権）
      未　収　金 30,000 
        売上債権 計 30,000 
          流動資産合計 690,011 
            資産合計 690,011 

  【流動負債】
    未　払　金 571,194 
    短期借入金 52,000 
      流動負債合計 623,194 
  【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 4,606,904 

        正味財産 △ 3,916,893 

《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）

2018年 3月31日 現在



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 100,000 
    賛助会員受取会費 10,000 
    受取入会金 17,000 127,000 
  【受取寄付金】
    現物寄付 895,804 
    受取寄付金 950,816 1,846,620 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,107,732 
  【事業収益】
    自主事業収益 439,180 
    受託事業収益 25,824 465,004 
  【その他収益】
    雑収入 29,214 
    受取　利息 3 29,217 
        経常収益  計 3,575,573 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,310,224 
        人件費計 1,310,224 
    （その他経費）
      諸　謝　金 262,511 
      印刷製本費(事業) 68,910 
      旅費交通費(事業) 44,470 
      通信運搬費(事業) 153,950 
      消耗品　費(事業) 438,120 
      修　繕　費(事業) 387,000 
      水道光熱費(事業) 224,397 
      地代　家賃(事業) 180,000 
      保　険　料(事業) 34,627 
      諸　会　費(事業) 30,000 
      研　修　費 172,610 
      支払手数料(事業) 1,448 
      雑　　　費(事業) 6,480 
      食材費（事業） 686,813 
      交際費（事業） 3,780 
        その他経費計 2,695,116 
          事業費  計 4,005,340 
  【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 4,005,340 
              当期経常増減額 △ 429,767 
【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 △ 429,767 
          当期正味財産増減額 △ 429,767 
          前期繰越正味財産額 △ 3,487,126 

          次期繰越正味財産額 △ 3,916,893 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2017年 4月 1日  至 2018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 100,000 
    賛助会員受取会費 10,000 
    受取入会金 17,000 
  【受取寄付金】
    現物寄付 895,804 
    受取寄付金 950,816 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,107,732 
  【事業収益】
    自主事業収益 439,180 
    受託事業収益 25,824 
  【その他収益】
    雑収入 29,214 
    受取　利息 3 
        経常収益  計 3,575,573 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料(事業) 1,310,224 
        人件費計 1,310,224 
    （その他経費）
      諸　謝　金 262,511 
      印刷製本費(事業) 68,910 
      旅費交通費(事業) 44,470 
      通信運搬費(事業) 153,950 
      消耗品　費(事業) 438,120 
      修　繕　費(事業) 387,000 
      水道光熱費(事業) 224,397 
      地代　家賃(事業) 180,000 
      保　険　料(事業) 34,627 
      諸　会　費(事業) 30,000 
      研　修　費 172,610 
      支払手数料(事業) 1,448 
      雑　　　費(事業) 6,480 
      食材費（事業） 686,813 
      交際費（事業） 3,780 
        その他経費計 2,695,116 
          事業費  計 4,005,340 
  【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 4,005,340 
            当期経常増減額 △ 429,767 
【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 △ 429,767 
      当期正味財産増減額 △ 429,767 
      前期繰越正味財産額 △ 3,487,126 
      次期繰越正味財産額 △ 3,916,893 

ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき
自 2017年 4月 1日  至 2018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
2018年 3月31日 現在ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき


