
備　　考

Ⅰ 経常収益

１．受取会費（個人・団体） 2,135,000 法人、個人、学生、240名

２．受取寄付・賛助金 1,528,034 個人寄付、カンパ

３．事業収益

①

実施謝礼 4,922,577
小学校4校、中学校18校、高校6校、
計3684名、大人682名参加、東京都教育庁

企業支援（寄付） 7,568,968
WOWOW、NKKシームレス鋼管、電通
日本コカ・コーラ、スカパーJSAT、他計12社

2,002,000
研修講座14回+solo-solo2回開催
受講者217名

委託、助成金 5,728,863
生保受給世帯児童への教育支援、
寺子屋(川崎市),NKKシームレス鋼管

② キャリアプログラムの普及啓発事業収益

ア  パートナー連携 188,857 啐啄塾
いわてキャリアコンサルタント研究会

イ  講演 421,637 講演謝金

③ 社会参加支援事業収益

ア  青年層支援 56,500 もしドラ勉強会参加費他

４．雑収益 10,624 受取利息他

　　経常収益 計（Ａ） 24,563,060

小中高校生に対するキャリアプログラム
の実施事業収益

学校参加研修

２０１５年度　活動計算書

（特定非営利活動に係る事業会計）

２０１５年４月１日から２０１６年３月３１日まで

特定非営利活動法人キーパーソン２１

科　　目 金額（円）



備　　考

Ⅱ 経常費用

１　事業費

給料、謝金 14,543,106 給与、社会保険、運営担当者、協力者謝金

人件費計 14,543,106

その他経費

会議費 414,827 会場費

旅費交通費 1,360,564 スタッフ出張費

広告宣伝費 999,987 ビラ等

通信費 412,997 電話、切手、宅配、インターネット

事務・消耗品 821,265 事務用品､インク、コピー、消耗品他

保険料 21,460 学習支援児童保険

家賃 1,536,000 家賃、礼金、更新料

諸会費 70,120 他活動団体会費他

委託費 468,000 事務管理システム構築

雑費 10,504 手数料

その他経費計 6,115,724

20,658,830

２　管理費

給料、謝金、法定福利等 2,769,750 経理、会員管理、庶務、社会保険

人件費計 2,769,750

その他経費

会議費 48,159 事務局、会場、茶菓

旅費交通費 194,255 事務局通勤費

通信費 110,244 電話、切手、宅配

事務・消耗品費 190,577 事務用品､インク、コピー、消耗品他

水道光熱費 88,854 電気､水道

家賃 540,000 家賃、礼金、更新料

広告宣伝費 147,470 ＨＰ更新、サーバー料、ドメイン料等

諸会費 96,250
川崎商工会議所、　INF
日本キャリア教育学会、　他

公租公課 1,200 印紙

委託費 156,000 事務管理システム構築

雑費 20,952 手数料、慶弔、お土産、他

その他経費計 1,593,961

4,363,711

　　経常費用　計（B） 25,022,541

　　税引前当期正味財産増減額（C)＝（A）-（B) △ 459,481

　　法人税、住民税、事業税（D) 70,425

　　当期正味財産増減額（E)＝（C)-（D) △ 529,906 （単年度）

　　前期繰越正味財産額（F） 12,503,262

　　次期繰越正味財産額（E)+（F) 11,973,356

今年度は「その他の事業は」実施していません。

(2)

事業費　計

(1)

(2)

管理費　計

科　　目 金額（円）

(1)



Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現   金 95,945

預   金 11,310,013

未収収益 1,808,301

     流動資産合計 13,214,259

２　固定資産

敷金 83,000

     固定資産合計 83,000

  資産合計 13,297,259

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

借 入 金 0

未 払 金 752,835

前 受 金 380,000

預 り 金 121,068

未払法人税等 70,000

     流動負債合計 1,323,903

２　固定負債

     固定負債合計 0

負債合計 1,323,903

Ⅲ　正味財産の部

正味財産 11,973,356

（当期正味財産増減額） (△529,906)

13,297,259

貸 借 対 照 表

（特定非営利活動に係る事業会計）

２０１６年３月３１日現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人　キーパーソン２１

科     目 金     額

負債及び正味財産合計



Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金 95,945

預金（みずほ905） 1,820,684

預金（みずほ675） 3,126,791

預金（三菱東京UFJ） 2,292,170

預金（郵便局） 1,263,070

預金（川信） 2,807,298

未収収益 1,808,301

     流動資産合計 13,214,259

２　固定資産

敷金 83,000

     固定資産合計 83,000

  資産合計 13,297,259

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

借入金 0

未払金 (旅費　他) 752,835

前受金 (会費） 380,000

預り金 (源泉税、社会保険) 121,068

未払法人税等 70,000

     流動負債合計 1,323,903

２　固定負債

     固定負債合計 0

負債合計 1,323,903

Ⅲ　正味財産の部

正味財産 11,973,356

（当期正味財産増減額） (△529,906)

13,297,259

科     目 金     額

負債及び正味財産合計

財　　産　　目　　録
（特定非営利活動に係る事業会計）

２０１６年３月３１日現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人　キーパーソン２１
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