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特定非営利活動法人ワークフェア
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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成31年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ワークフェア

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   買  掛  金           54,438 

   現      金        1,484,534   未  払  金        6,689,903 

   普通  預金        4,944,116   未払費用        6,057,122 

    現金・預金 計        6,428,650   短期借入金       21,701,645 

  （売上債権）   預  り  金           60,762 

   売  掛  金       18,030,919   未払法人税等           80,000 

    売上債権 計       18,030,919   未払消費税等        2,563,200 

  （棚卸資産）    流動負債合計       37,207,070 

   棚卸  資産        2,405,748  【固定負債】

    棚卸資産  計        2,405,748   長期借入金        5,300,000 

  （その他流動資産）    固定負債合計        5,300,000 

   前払  費用           21,000 負債合計       42,507,070 

   立  替  金            5,000 正　味　財　産　の　部

    その他流動資産  計           26,000  前期繰越正味財産     △13,009,093 

     流動資産合計       26,891,317  当期正味財産増減額          180,811 

 【固定資産】 正味財産合計     △12,828,282 

  （有形固定資産）  

   建物付属設備        2,015,945  

   車両運搬具          354,420  

   什器  備品                1  

    有形固定資産  計        2,370,366  

  （投資その他の資産）  

   差入保証金           12,000  

   敷      金          317,880  

   出　資　金            5,000  

   長期前払費用           82,225  

    投資その他の資産  計          417,105  

     固定資産合計        2,787,471  

資産合計       29,678,788 負債及び正味財産合計       29,678,788 



全事業所 平成31年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ワークフェア

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金        1,484,534 

        ＪＩＣＡ          (87,880)

        えぞりす          (18,865)

        ふくろう学習           (8,122)

        ふくろう生活           (1,373)

        サポステ           (4,602)

        美好湯          (43,448)

        リブラ         (120,384)

        カフェ現金売上          (51,930)

        美好湯現金売上       (1,147,930)

      普通  預金        4,944,116 

        北見信金（ＪＩＣＡ）         (942,651)

        北見信金（美好湯）       (1,481,374)

        北洋銀行         (100,695)

        ゆうちょ銀行         (182,211)

        北洋銀行         (268,853)

        北見信金       (1,968,332)

        現金・預金 計        6,428,650 

    （売上債権）

      売  掛  金       18,030,919 

        北海道国保連合会       (6,978,289)

        ㈱ｴﾑﾘﾝｸ関連会物販等         (251,370)

        ㈱ｴﾑﾘﾝｸ       (9,815,700)

        その他         (985,560)

        売上債権 計       18,030,919 

    （棚卸資産）

      棚卸  資産        2,405,748 

        棚卸資産  計        2,405,748 

    （その他流動資産）

      前払  費用           21,000 

      立  替  金            5,000 

        その他流動資産  計           26,000 

          流動資産合計       26,891,317 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物付属設備        2,015,945 

      車両運搬具          354,420 

      什器  備品                1 

        有形固定資産  計        2,370,366 

    （投資その他の資産）

      差入保証金           12,000 

      敷      金          317,880 

      出　資　金            5,000 



全事業所 平成31年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ワークフェア

      長期前払費用           82,225 

        投資その他の資産  計          417,105 

          固定資産合計        2,787,471 

            資産合計       29,678,788 

《負債の部》

  【流動負債】

    買  掛  金           54,438 

    未  払  金        6,689,903 

      ﾗｲｽﾞﾚｲﾝ㈱         (332,740)

      ㈱ｴﾑﾘﾝｸ       (5,513,193)

      北見年金事務所         (843,970)

    未払費用        6,057,122 

      従業員給与       (6,057,122)

    短期借入金       21,701,645 

    預  り  金           60,762 

      源泉所得税          (60,762)

    未払法人税等           80,000 

    未払消費税等        2,563,200 

      流動負債合計       37,207,070 

  【固定負債】

    長期借入金        5,300,000 

      固定負債合計        5,300,000 

        負債合計       42,507,070 

 

        正味財産     △12,828,282 



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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）特定非営利活動法人ワークフェア

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          602,455 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,000,000 

  【事業収益】

    受託事業収入      110,092,966 

    JICA受託事業収入        9,943,560 

  【その他収益】

    受取  利息               56 

    受取配当金              200 

    雑  収  入           42,043 

        経常収益  計      121,681,280 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      役員報酬        1,500,000 

      給料  手当       52,040,799 

      賞　与        3,629,300 

      法定福利費        5,008,230 

      福利厚生費          235,745 

        人件費計       62,414,074 

    （その他経費）

        売上　原価       30,772,309 

      旅費交通費          809,085 

      通　信　費        1,050,364 

      消耗品  費        1,966,667 

      修  繕  費          531,836 

      車両費        2,078,658 

      水道光熱費        4,673,710 

      接待交際費           41,500 

      リース  料        3,017,732 

      広告宣伝費          407,388 

      業務委託費          285,400 

      研　修　費           44,900 

      支払寄付金            2,000 

      会  議  費           22,410 

      地代  家賃        6,511,800 

      新聞図書費           36,086 

      減価償却費          538,388 

      保  険  料          702,554 

      諸  会  費           50,980 

      ボランティア報償費          188,090 

      租税  公課        4,420,100 

      支払手数料          158,901 

      雑      費        1,141,639 



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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）特定非営利活動法人ワークフェア

        その他経費計       59,452,497 

          事業費  計      121,866,571 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      支払  利息          536,861 

        その他経費計          536,861 

          管理費  計          536,861 

            経常費用  計      122,403,432 

              当期経常増減額        △722,152 

【経常外収益】

  過年度損益修正益          983,010 

    経常外収益  計          983,010 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 

    税引前当期正味財産増減額          260,858 

    法人税、住民税及び事業税           80,047 

      当期正味財産増減額          180,811 

      前期繰越正味財産額     △13,009,093 

      次期繰越正味財産額     △12,828,282 



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日

製　造　原　価　報　告　書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ワークフェア

【材料費】

  材料仕入高          283,200 

    合      計          283,200 

      材料費  計          283,200 

【労務費】

  (製)賃      金       14,912,233 

  (製)賞      与          722,766 

  (製)法定福利費          927,490 

  (製)福利厚生費           38,359 

    労務費  計       16,600,848 

【製造経費】

  (製)水道光熱費          442,768 

  (製)荷造  運賃          110,810 

  (製)広告宣伝費           16,000 

  (製)地代  家賃          910,080 

  (製)租税  公課            4,000 

  (製)通  信  費            6,208 

  (製)消耗品  費          866,806 

  (製)雑      費              254 

    製造経費  計        2,356,926 

      当期総製造費用       19,240,974 

【仕掛品】

  合  計       19,240,974 

    当期製品製造原価       19,240,974 


