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科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

2020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全国こども福祉センター

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金          412,423 

   現　　　金           21,588    荒井分（給与等）         (289,581)

   小口　現金          150,296    立替経費（現金）         (139,695)

    募金          (65,296)    立替経費（ｶｰﾄﾞ）        (△16,853)

    会費          (65,000)   預　り　金           77,730 

    その他          (20,000)    給与源泉所得税          (27,680)

   普通　預金        1,862,940    謝金源泉所得税          (50,050)

    ゆうちょ振替口座         (406,398)    流動負債  計          490,153 

    ＵＦＪ普通預金         (571,123)  【固定負債】

    ゆうちょ普通預金         (885,419)   長期借入金          500,000 

    現金・預金 計        2,034,824    長期借入金(理事)         (500,000)

  （その他流動資産）    固定負債  計          500,000 

   立　替　金            7,995 負債の部合計          990,153 

   仮　払　金           23,595 正　味　財　産　の　部

    その他流動資産  計           31,590  【正味財産】

     流動資産合計        2,066,414   前期繰越正味財産額        1,488,664 

 【固定資産】   当期正味財産増減額        △279,968 

  （有形固定資産）    正味財産　計        1,208,696 

   什器　備品          132,435 正味財産の部合計        1,208,696 

    有形固定資産  計          132,435  

     固定資産合計          132,435  

資産の部合計        2,198,849 負債・正味財産の部合計        2,198,849 



2020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全国こども福祉センター

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           21,588 

      小口　現金          150,296 

        募金          (65,296)

        会費          (65,000)

        その他          (20,000)

      普通　預金        1,862,940 

        ゆうちょ振替口座         (406,398)

        ＵＦＪ普通預金         (571,123)

        ゆうちょ普通預金         (885,419)

        現金・預金 計        2,034,824 

    （その他流動資産）

      立　替　金            7,995 

      仮　払　金           23,595 

        その他流動資産  計           31,590 

          流動資産合計        2,066,414 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器　備品          132,435 

        有形固定資産  計          132,435 

          固定資産合計          132,435 

            資産の部  合計        2,198,849 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          412,423 

      荒井分（給与等）         (289,581)

      立替経費（現金）         (139,695)

      立替経費（ｶｰﾄﾞ）        (△16,853)

    預　り　金           77,730 

      給与源泉所得税          (27,680)

      謝金源泉所得税          (50,050)

      流動負債  計          490,153 

  【固定負債】

    長期借入金          500,000 

      長期借入金(理事)         (500,000)

      固定負債  計          500,000 

        負債の部  合計          990,153 

 

        正味財産        1,208,696 



特定非営利活動法人全国こども福祉センター 自 2019年 4月 1日　至 2020年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    募金収益          536,230 

    受取寄付金        1,135,994 

  【事業収益】

    その他事業収益           68,700 

      事業参加費収益          (68,700)

  【その他収益】

    受取　利息               16 

    雑　収　益          237,659 

        経常収益  計        1,978,599 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)          360,000 

      法定福利費(事業)          128,098 

        社会保険料(事業)         (128,098)

        人件費計          488,098 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)           82,412 

      会　議　費(事業)          111,713 

      旅費交通費(事業)           60,657 

      通信運搬費(事業)          100,912 

      消耗品　費(事業)           13,124 

      水道光熱費(事業)           42,204 

      地代　家賃(事業)          804,930 

      賃  借  料(事業)          328,430 

      支払手数料(事業)           43,300 

      支払寄付金            8,000 

      雑　　　費(事業)           17,205 

        その他経費計        1,612,887 

          事業費  計        2,100,985 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費           58,730 

      通信運搬費            6,500 

      地代　家賃           20,000 

      広告宣伝費           65,721 

      接待交際費            1,728 

      支払手数料            4,728 

      雑　　　費              175 

        その他経費計          157,582 

          管理費  計          157,582 

            経常費用  計        2,258,567 



特定非営利活動法人全国こども福祉センター 自 2019年 4月 1日　至 2020年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

              当期経常増減額        △279,968 

【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        △279,968 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額        △279,968 

          前期繰越正味財産額        1,488,664 

          次期繰越正味財産額        1,208,696 



自 2019年 4月 1日　至 2020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全国こども福祉センター

【経常収益】

  【受取寄付金】

    募金収益          536,230 

    受取寄付金        1,135,994 

  【事業収益】

    その他事業収益           68,700 

      事業参加費収益          (68,700)

  【その他収益】

    受取　利息               16 

    雑　収　益          237,659 

      経常収益  計        1,978,599 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)          360,000 

      法定福利費(事業)          128,098 

        社会保険料(事業)         (128,098)

        人件費計          488,098 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)           82,412 

      会　議　費(事業)          111,713 

      旅費交通費(事業)           60,657 

      通信運搬費(事業)          100,912 

      消耗品　費(事業)           13,124 

      水道光熱費(事業)           42,204 

      地代　家賃(事業)          804,930 

      賃  借  料(事業)          328,430 

      支払手数料(事業)           43,300 

      支払寄付金            8,000 

      雑　　　費(事業)           17,205 

        その他経費計        1,612,887 

          事業費  計        2,100,985 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費           58,730 

      通信運搬費            6,500 

      地代　家賃           20,000 

      広告宣伝費           65,721 

      接待交際費            1,728 

      支払手数料            4,728 

      雑　　　費              175 

        その他経費計          157,582 

          管理費  計          157,582 

            経常費用  計        2,258,567 



自 2019年 4月 1日　至 2020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全国こども福祉センター

              当期経常増減額        △279,968 

【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        △279,968 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額        △279,968 

      前期繰越正味財産額        1,488,664 

      次期繰越正味財産額        1,208,696 


