
特定非営利活動法人　ポパイ （単位　：円）

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金（本部/ｵﾘｰﾌﾞ/ﾓｰﾔｰｺ） 142,890

普通預金　 三菱UFJ銀行 16,611,633

普通預金　 　〃 3,193,211

普通預金　 　〃 743,898

普通預金　 　〃 0

普通預金　 　〃 398,829

普通預金　 岡崎信用金庫 9

普通預金　 　〃 13,811,420

普通預金　 愛知信用金庫 15,258,907

通常貯金 ゆうちょ銀行 18,000

通常貯金 　〃 9,937,888

通常貯金 　〃 61,937

通常貯金 　〃 714,570

通常貯金 　〃 45,776

通常貯金 　〃 197,199

通常貯金 　〃 88,117

通常貯金 　〃 86,169

現金預金合計 61,310,453

商品 販売用商品 204,938

原材料 作業材料等 1,462,509

棚卸資産合計 1,667,447

前渡金

給与前渡し 74,250

建築確認申請費用 1,045,000

不動産手付金 2,000,000

前渡金合計 3,119,250

仮払金

社会保険料等仮払 71,880

市県民税仮払 38,900

仮払金合計 110,780

前払費用

前払家賃 ４月分家賃／国益社　他 1,448,600

前払費用合計 1,448,600

未収入金

ｻｰﾋﾞｽ費 国保連／生活介護給付費１月以前

　〃 国保連／生活介護給付費2月分 13,589,988

　〃 国保連／生活介護給付費3月分 15,162,913

　〃 国保連／就労継続支援１月以前 3,034,368

　〃 国保連／就労継続支援2月分 2,064,757

　〃 国保連／就労継続支援3月分 2,251,807

　〃 国保連／共同生活援助等2月分 1,515,206

　〃 国保連／共同生活援助等3月分 1,315,553

　〃 国保連／居宅介護2月分 15,750

　〃 国保連／居宅介護3月分 19,914

　〃 国保連／重度訪問2月分 323,740

　〃 国保連／重度訪問3月分 403,210

　〃 国保連／行動援護2月分 235,406

　〃 国保連／行動援護3月分 205,715

　〃 国保連／同行援護2月分 291,067
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　〃 国保連／同行援護3月分 258,038

　〃 国保連／短期入所　2月分 1,651,524

　〃 国保連／短期入所　3月分 1,469,300

　〃 国保連／ｔｒｅｅ　2月分 708,704

　〃 国保連／ｔｒｅｅ　3月分 862,532

　〃 名古屋市／重度加算2月分 665,500

　〃 名古屋市／重度加算3月分 1,978,900

　〃 名古屋市／移動支援2月分 323,700

　〃 名古屋市／移動支援3月分 283,900

　〃 利用者負担額3月分 1,016,825

補助金 文化庁　政策課 3,492,000
雑収入 その他 1,028,192
自販機 3月分

未収入金合計 54,168,509

121,825,039

2 固定資産

有形固定資産

建物 固定資産台帳参照 8,290,572

建物附属設備 　　〃 57,190,411
構築物 　　〃 259,140
機械装置 　　〃 607,500

車両運搬具 　　〃 6

工具器具備品 　　〃 1,651,907

67,999,536

無形固定資産

ソフトウェア 907,200

907,200

投資その他の資産

出資金 岡崎信用金庫 37,000

愛知県生活協同組合 25,000

出資金合計 62,000

差入保証金

賃借保証金

　　〃 長喜町事業所保証金 257,600

　　〃 光音寺町事業所保証金 900,000

　　〃 熱田区駐車場保証金(今井駐車場) 35,000

　　〃 長喜町駐車場保証金 35,000

　　〃 ミニテック　グランド204 20,000

　　〃 山田住宅　妙音時駐車場 36,600

　　〃 黒川本部事務所 1,035,000

　　〃 大野町G.H建物 4,000,000

差入保証金合計 6,319,200

敷金

賃借敷金 中丸事業所（101号） 512,190

　　〃 中丸事業所（103号） 573,300

　　〃 中丸事業所（104号） 468,720

敷金合計 1,554,210

長期前払費用
前払保険料 定期保険前払部分 2,361,805
保証金償却分 黒川本部事務所 1,421,550
信用保証料 信用保証協会 242,550

長期前払費用合計 4,025,905

リサイクル預託金 （ｷｬﾗﾊﾞﾝ・ﾃﾞﾐｵ他） 64,910

12,026,225

80,932,961

202,758,000

流 動 資 産 合 計

有形固定資産合計

無形固定資産合計

投資その他資産合計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計



Ⅱ 負債の部

1 流動負債

買掛金

㈱セレス

㈱あいのう流通センター

ガス料金 東邦ガス 351,281

リース代 東洋ﾘｰｽ 447,900

電話料金 NTTファイナンス 148,881

送迎委託 ㈱MIDﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 880,972

給食材 プチランチファクトリー 661,000

給食材 アイチ生協 340,267

事務用品 アスクル 116,466
確認申請費用 鈴木工芸 1,045,000
その他 1,445,546

買掛金合計 5,437,313

未払金

未払給与 3月分 11,211,225

社会保険料 2.3月分 3,149,194

未払工賃 3月分 325,311

未払金合計 14,685,730

仮受金 利用者負担額過入金分

仮受金合計 0

預り金

源泉所得税 933,814

市県民税 490,200

預り金合計 1,424,014

未払法人税・住民税及び事業税

法人税・地方法人税 661,100

県民・事業税 252,100

市民税 211,400

未払法人税・住民税及び事業税合計 1,124,600

22,671,657

2 固定負債

長期借入金

岡崎信用金庫 証書借入金 41,560,000

日本政策金融公庫 22,763,000

長期借入金金合計 64,323,000

64,323,000

86,994,657

115,763,343

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

科 目 ・ 摘 要 金 額

正 味 財 産

負 債 合 計


