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決　算　報　告　書



全事業所 平成27年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）NPO法人静岡県災害支援隊

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金          222,174 

        現金・預金 計          222,174 

    （売上債権）

      未　収　金        2,629,000 

        売上債権 計        2,629,000 

    （棚卸資産）

      棚卸　資産          879,304 

        棚卸資産  計          879,304 

          流動資産合計        3,730,478 

            資産合計        3,730,478 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        2,560,576 

      流動負債合計        2,560,576 

        負債合計        2,560,576 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産          135,472 

  当期正味財産増減額        1,034,430 

    正味財産合計        1,169,902 

      負債及び正味財産合計        3,730,478 



全事業所 平成27年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）NPO法人静岡県災害支援隊

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金          222,174 

        静岡銀行管理          (72,113)

        静岡銀行募金         (143,689)

        静岡銀行注文           (3,877)

        掛川信用金庫           (2,495)

        現金・預金 計          222,174 

    （売上債権）

      未　収　金        2,629,000 

        委託・補助事業       (2,629,000)

        売上債権 計        2,629,000 

    （棚卸資産）

      棚卸　資産          879,304 

        棚卸資産  計          879,304 

          流動資産合計        3,730,478 

            資産合計        3,730,478 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        2,560,576 

      福島帰還支援事業         (730,665)

      袋井市住まいの寺子屋         (510,000)

      袋井ママさん防災         (625,611)

      ｊｒ防災士         (214,300)

      浜松市防災意識         (480,000)

      流動負債合計        2,560,576 

        負債合計        2,560,576 

 

        正味財産        1,169,902 



NPO法人静岡県災害支援隊 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    サポーター会員会費           57,000 

    運営会員会費          170,000 

    賛助会員受取会費          670,000          897,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        1,399,926 

  【事業収益】

    自主事業収益          637,756 

    補助・受託事業収益        2,705,930 

    防災品販売          206,124        3,549,810 

  【その他収益】

    受取　利息            9,468 

        経常収益  計        5,856,204 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      売上　原価          279,504 

      諸　謝　金        2,077,000 

      会　議　費(事業)           75,000 

      旅費交通費(事業)          225,170 

      通信運搬費(事業)              294 

      消耗品　費(事業)        1,284,489 

      賃  借  料(事業)           30,000 

      保　険　料(事業)            7,416 

      租税　公課(事業)           21,160 

        その他経費計        4,000,033 

          事業費  計        4,000,033 

  【管理費】

    （人件費）

      法定福利費           76,061 

        人件費計           76,061 

    （その他経費）

      車　両　費            5,597 

      通信運搬費          415,943 

      消耗品　費           61,280 

      地代　家賃           59,598 

      賃　借　料           43,200 

      接待交際費           43,700 

      諸　会　費            9,600 

      支払手数料          105,512 

      雑　　　費            1,250 

        その他経費計          745,680 

          管理費  計          821,741 



NPO法人静岡県災害支援隊 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

            経常費用  計        4,821,774 

              当期経常増減額        1,034,430 

【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        1,034,430 

          当期正味財産増減額        1,034,430 

          前期繰越正味財産額          135,472 

          次期繰越正味財産額        1,169,902 



全事業所 自 平成26年 4月 1日　至 平成27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法人静岡県災害支援隊

【経常収益】

  【受取会費】

    サポーター会員会費           57,000 

    運営会員会費          170,000 

    賛助会員受取会費          670,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        1,399,926 

  【事業収益】

    自主事業収益          637,756 

    補助・受託事業収益        2,705,930 

    防災品販売          206,124 

  【その他収益】

    受取　利息            9,468 

        経常収益  計        5,856,204 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

        売上　原価          279,504 

      諸　謝　金        2,077,000 

      会　議　費(事業)           75,000 

      旅費交通費(事業)          225,170 

      通信運搬費(事業)              294 

      消耗品　費(事業)        1,284,489 

      賃  借  料(事業)           30,000 

      保　険　料(事業)            7,416 

      租税　公課(事業)           21,160 

        その他経費計        4,000,033 

          事業費  計        4,000,033 

  【管理費】

    （人件費）

      法定福利費           76,061 

        人件費計           76,061 

    （その他経費）

      車　両　費            5,597 

      通信運搬費          415,943 

      消耗品　費           61,280 

      地代　家賃           59,598 

      賃　借　料           43,200 

      接待交際費           43,700 

      諸　会　費            9,600 

      支払手数料          105,512 

      雑　　　費            1,250 

        その他経費計          745,680 

          管理費  計          821,741 



全事業所 自 平成26年 4月 1日　至 平成27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法人静岡県災害支援隊

            経常費用  計        4,821,774 

              当期経常増減額        1,034,430 

【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        1,034,430 

      当期正味財産増減額        1,034,430 

      前期繰越正味財産額          135,472 

      次期繰越正味財産額        1,169,902 


