
　法人名：特定非営利活動法人　キャリア権推進ネットワーク

(単位：円)
科　　目

# 受取入会金 65,000         
正会員受取会費

6  - 個人会員 730,000        
   - 団体会員 400,000        1,195,000      

#
#

受取寄付金 450,000        

# 広報事業収益 58,000         
# ｷｬﾘｱ教育支援事業収益 81,600         139,600        

# 受取利息 569            569            
1,785,169      

  会議費 21,428         
  旅費交通費 2,000          
  通信運搬費 46,185         
  広告宣伝費 72,110         
  消耗品費 46,009         
  印刷製本費 154,131        
  支払地代家賃 239,865        
  賃借料 426,830        
  諸謝金 105,794        
  支払手数料 2,808          
  雑費 32,400         

1,149,560      
1,149,560      

  旅費交通費 30,900         
  通信運搬費 46,652         
  広告宣伝費 47,890         
  消耗品費 1,487          
  支払地代家賃 159,303        
  賃借料 136,026        
  諸謝金 11,137         
  委託費 112,467        
  支払手数料 11,794         
  顧問料 172,800        
  租税公課 600            
  雑費 32,400         

763,456        
763,456        

1,913,016      
△127,847      

-              

-              
△127,847      
3,374,293      
3,246,446      

 (1)経常外収益
 2.経常外増減の部

 (2)経常外費用

    当期正味財産増減額
    前期繰越正味財産額
    次期繰越正味財産額

  経常外収益計

  経常外費用計

その他収益

 　 当期経常増減額

 経常収益計

  【その他費用計】
事業費計

 (2)経常費用
事業費

管理費
  【その他費用】

  【その他費用】

  【その他費用計】
  管理費計

活動計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

金　　額

  経常費用計

 1.経常増減の部
 (1)経常収益

受取会費

受取寄付金

事業収益

資料No.2
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22,868       
3,137,322    

45,000       
51,256       

3,256,446    

3,256,446    

10,000       
10,000       

10,000       

3,374,293    
△127,847    

3,246,446    
3,256,446    

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

流動負債合計

負債合計

正味財産の部

前期繰越正味財産額

前受金

流動資産

現金

普通預金

貯蔵品

前払費用

流動資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

流動負債

資産の部

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

金　　額
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1．

　　

（1）

（2）

2．

講演・
広報事業

情報交換・ネッ
トワーク支援事

業

ｷｬﾘｱ教育・
支援事業

事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ

1. -            1,195,000    1,195,000    * 1

2. -            450,000      450,000      * 1

3. 58,000       81,600       139,600      139,600      

4. -            569          569          

58,000       -            81,600       139,600      1,645,569    1,785,169    

Ⅱ

（1）

-            -            -            -            -            -            

（2）

会議費 21,428       21,428       21,428       

旅費交通費 2,000        2,000        30,900       

通信運搬費 37,045       3,174        5,966        46,185       46,652       92,837       

広告宣伝費 59,228       2,118        10,764       72,110       47,890       120,000      

消耗品費 46,009       46,009       1,487        47,496       

印刷製本費 154,131      154,131      154,131      

支払地代家賃 197,016      7,045        35,804       239,865      159,303      399,168      

賃借料 375,020      51,810       426,830      136,026      562,856      

諸謝金 38,977       66,817       105,794      11,137       116,931      

委託費 -            112,467      112,467      

支払手数料 2,376        432          2,808        11,794       14,602       

顧問料 -            172,800      172,800      

租税公課 -            600          

雑費 32,400       32,400       32,400       64,800       

944,202      33,765       171,593      1,149,560    763,456      1,913,016    

944,202      33,765       171,593      1,149,560    763,456      1,913,016    

△886,202    △33,765     △89,993     △1,009,960  882,113      △127,847    

*1 事業別の使途を指定されていない寄付金、及び会費は管理部門の収益として表示しています。

3．

財務諸表に計上
された金額

うち役員及び
近親者との取引

730,000      50,000       

450,000      130,000      

1,180,000    180,000      

4．

・ 事業費と管理費の按分方法

　 複数事業の共通費の按分方法については、直接費の割合によっています。

・ その他の事業に係る資産の状況

　・　その他の事業に係る資産の状況その他の事業は行っていません。

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日　平成23年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）
によっています。

棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品：最終仕入原価法による原価法によっています。

財務諸表の注記

重要な会計方針

(単位：円)

その他収益

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科　　目

経常収益

受取会費

受取寄付金

事業収益

(単位：円)

　　経常収益計

経常費用

人件費

人件費計

その他経費

その他経費計

　　経常費用計

　　　当期経常増減額

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

科　目

（活動計算書）

受取会費

受取寄附金

活動計算書計

正会員受取会費-個人会員
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22,868       

3,137,322    

45,000       

33,264       

17,992       

3,256,446    
3,256,446    

10,000       
10,000       

10,000       
3,246,446    

負債合計

正味財産合計

負債の部

流動負債

前受金

--前受会費（1名）

流動負債合計

--平成28年4月家賃

--メールサービス使用料

流動資産合計

流動資産

平成28年3月31日現在

財産目録

(単位：円)

科　　目 金　　額

資産の部

資産合計

現金

普通預金

--三菱東京ＵＦＪ銀行

貯蔵品

--商品券（寄付）

前払費用


