
認定NPO法人国際子ども権利センター

2016年度　決算報告

(単位：円)
科　　　目　　・　　摘　　　要

Ⅰ　資産の部
　　1.　流動資産
　　　　　現金預金 6,738,151   
　　　　　棚卸資産　 78,840       
　　　　　前払費用　 2,000         
　　　　　仮払金　 -               

流動資産合計 6,818,991     
　　2.　固定資産
　　　　　無形固定資産 195,824      
　　　　　　　　　　　　　　　　　無形固定資産合計 195,824       

資　産　合　計 7,014,815     
Ⅱ　負債の部
　　1.　流動負債
　　　　　未払金 742,539      
　　　　　前受金 94,000       
　　　　　短期借入金  -               
　　　　　預り金　 30,748       
　　　　　未払法人税等　 70,000       

流動負債合計 937,287       
負　債　合　計 937,287       

Ⅲ　正味財産の部
　　　　前期繰越正味財産 5,443,708     
　　　　当期正味財産増加額 633,820       

正味財産合計 6,077,528     
負債および正味財産合計 7,014,815     

　2016年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人　国際子ども権利センター

金　　　額



認定NPO法人国際子ども権利センター

（単位：円）

科　　　　目 予  算 決算 　備　考

（資金収支の部）

Ⅰ　経常収入の部

　　1　会費収入 900,000       595,000       

　　　　　正会員会費収入 500,000        380,000        

　　　　　賛助会員会費収入 400,000        215,000        

　　2　事業収入 755,000       1,189,376    

　　　　　開発途上国の子ども支援事業収入 50,000          42,700          シーライツトレード商品

　　　　　調査・研究・発信、開発教育事業収入 602,500        992,325        

　　　　　　(報告・ワークショップ) (102,500) (122,725) 講師派遣

　　　　　　(スタディ・ツアー) (500,000) (869,600)

　　　　　子どもの権利普及促進事業収入 102,500        154,351        講師派遣・セミナー企画料

　　　　　ネットワーク事業収入 -                 -                 

　　3　補助金収入 1,800,000     1,200,000    

　　　　　助成金収入 1,800,000      1,200,000     今井記念海外協力基金、子どもの人権連、あんのん基金

　　　　　補助金収入 -                 -                 

　　4　寄付金収入 8,370,000     8,461,324    

　　　　　一般寄付金収入 4,600,000      5,631,926     

　　　　　指定海外寄付金収入 3,770,000      2,829,398     カンボジア・プロジェクト、ネパール支援

　　　　　指定国内寄付金収入 -                 -                 

　　5　雑収入 100,500       2,683          

　　　　　受取利息 500              1,323           

　　　　　その他雑収入 100,000        1,360           gooddo支援金他

　　　　経常収入合計 11,925,500   11,448,383   

Ⅱ　経常支出の部

　　1　事業費 8,498,664     7,570,569    

　　　　　開発途上国の子ども支援事業 6,184,635     5,596,970    

　　　　　　(カンボジア・プロジェクト) 6,174,635      5,570,439     
海外支援事業、カンボジア事業人件費および運
営経費

　　　　　　(シーライツトレード) 10,000          26,531          仕入費・売上原価

　　　　　調査・研究・発信、開発教育事業 1,347,046     1,179,546    

　　　　　　(報告・ワークショップ) 911,983        720,866        会報・年次報告書制作費

　　　　　　(スタディ・ツアー) 435,063        458,680        

　　　　　子どもの権利普及促進事業 911,983       743,923       カレンダー制作費

2016年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2016年4月 1日 から2017年3月31日まで



認定NPO法人国際子ども権利センター

科　　　　目 予  算 決算 　備　考

　　　　　ネットワーク事業 55,000         50,130        ネットワーク団体諸会費

未払金合計 3,815,724     3,173,994    

　　　　　給与手当 1,634,124      1,163,952     事務局職員

　　　　　法定福利費 470,000        459,424        労働保険料、社会保険料

　　　　　福利厚生費 20,000          25,600          講習会費用、健康診断

　　　　　通信・運搬費 215,200        165,107        電話代・インターネット接続費・送料

　　　　　水道光熱費 150,000        143,219        ルームシェア団体と折半

　　　　　旅費交通費 60,000          90,658          

　　　　　会議費 7,600            8,620           

　　　　　消耗品費 30,000          32,365          事務用品

　　　　　新聞図書費 1,000            -                 

　　　　　印刷製本費 15,000          7,375           

　　　　　修繕費 -                 -                 

　　　　　地代・家賃 874,800        834,800        ルームシェア団体と按分

　　　　　保険料 30,000          9,800           NPO団体保険

　　　　　委託費 -                 -                 

　　　　　慶弔費 -                 -                 

　　　　　支払手数料 228,000        232,520        海外送金手数料、口座振替手数料

　　　　　雑費 80,000          554              

　　3　その他支出 70,000         70,000        

　　　　　法人住民税等 70,000          70,000          法人住民税均等割

　　　　　指定寄付・助成金返還金 -                 -                 

　　　経常支出合計 12,384,388   10,814,563   

　　　経常収支差額 -458,888       633,820        

　　　当期収支差額 -458,888      633,820       

　　　前期繰越収支差額 5,443,708      5,443,708     

　　　次期繰越収支差額 4,989,739     6,077,528    



認定NPO法人国際子ども権利センター

(単位：円)
科　　　目　　・　　摘　　　要

Ⅰ　資産の部
　　1.　流動資産
　　　　　現金預金
　　　　　　　現金手元有高　東京事務所　　 (345,653)
　　　　　　　現金手元有高　カンボジア事務所 (679,283) ※1

　　　　　　　普通預金　郵便振替口座　ゆうちょ銀行 (2,850,100)
　　　　　　　普通預金　ゆうちょ銀行　 (15,434)
　　　　　　　普通預金　三菱東京UFJ銀行　上野支店 (2,843,091)
　　　　　　　普通預金　Cambodian Commercial Bank ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ本
店

(4,590) ※2

現金預金合計 6,738,151  
　　　　　商品　
　　　　　　　書籍『小さな変革』 (9,072)
　　　　　　　書籍『誰にもうばえない子どもの権利』 (20,740)
　　　　　　　書籍『IMAGINE THAT!』 (1,416)
　　　　　　　書籍『ブラジル会議報告書』 (31,213)
　　　　　　　DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』 (210)
　　　　　　　シーライツトレード商品 (16,189)

商品合計 78,840     
　　　　　　　前払費用　2017/5/27総会・理事会会場費 2,000      

流動資産合計 6,818,991  
　　2.　固定資産
　　　　　無形固定資産
　　　　　　　電話加入権 105,824    
　　　　　　　敷　　　　金 90,000     
　　　　　　　　　　　　　　　　　無形固定資産合計 195,824    

資　産　合　計 7,014,815 
Ⅱ　負債の部
　　1.　流動負債
　　　　　未払金 
　　　　　　職員給与等未精算経費 (732,539)
　　　　　　ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ市民ﾌｫｰﾗﾑ事務局会費 (10,000)

未払金合計 742,539    
　　　　　前受金 
　　　　正会員費前受金 (30,000)
      　賛助会費前受金 (64,000)

前受金合計 94,000     
　　　　　預り金
     　 職員の源泉所得税 (19,391)
      　職員の雇用保険 (11,357)

預り金合計 30,748     
　　　　　未払法人税等　2015年度分法人住民税均等割 70,000

流動負債合計 937,287    
負　債　合　計 937,287   
正味財産合計 6,077,528 

※1　6033.46USドル（  747.79USドル三菱東京UFJ銀行2016年12月21日の送金レート：1USドル＝118.17円で換算)

　　 　                  （5285.67USドル三菱東京UFJ銀行2017年　3月28日の送金レート：1USドル＝111.80円で換算)

※2　41.06USドル（三菱東京UFJ銀行2017年3月29日のTTMレート：1USドル＝111.80円で換算)

2016年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人　国際子ども権利センター

金　　　額


