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自 平成31年 4月 1日

至 平成32年 3月31日

NPO法人改革プロジェクト

福岡県宗像市赤間3-5-1-204

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成32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）NPO法人改革プロジェクト

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未  払  金          387,520 

   現      金          325,340   未払法人税           71,000 

   普通  預金        5,699,810    流動負債合計          458,520 

    現金・預金 計        6,025,150  【固定負債】

  （棚卸資産）   長期借入金        2,856,784 

   棚卸  資産          520,204    固定負債合計        2,856,784 

    棚卸資産  計          520,204 負債合計        3,315,304 

     流動資産合計        6,545,354 正　味　財　産　の　部

 【固定資産】  前期繰越正味財産        4,779,461 

  （有形固定資産）  当期正味財産増減額        △533,944 

   什器  備品          140,667 正味財産合計        4,245,517 

    有形固定資産  計          140,667  

  （無形固定資産）  

   ソフトウェア          874,800  

    無形固定資産  計          874,800  

     固定資産合計        1,015,467  

資産合計        7,560,821 負債及び正味財産合計        7,560,821 



全事業所 平成32年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）NPO法人改革プロジェクト

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          325,340 

      普通  預金        5,699,810 

        現金・預金 計        6,025,150 

    （棚卸資産）

      棚卸  資産          520,204 

        棚卸資産  計          520,204 

          流動資産合計        6,545,354 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器  備品          140,667 

        有形固定資産  計          140,667 

    （無形固定資産）

      ソフトウェア          874,800 

        無形固定資産  計          874,800 

          固定資産合計        1,015,467 

            資産合計        7,560,821 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          387,520 

    未払法人税           71,000 

      流動負債合計          458,520 

  【固定負債】

    長期借入金        2,856,784 

      固定負債合計        2,856,784 

        負債合計        3,315,304 

 

        正味財産        4,245,517 



NPO法人改革プロジェクト 自 平成31年 4月 1日　至 平成32年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           80,000 

    サポーター受取会費          236,000          316,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        8,957,001 

  【受取助成金等】

    受取助成金          911,500 

  【事業収益】

    講演・講師謝金           40,000 

    受託事業収益            5,000 

    販売事業        2,707,800 

    参加費収入          567,197        3,319,997 

  【その他収益】

    受取  利息               26 

    雑  収  益          132,238          132,264 

        経常収益  計       13,636,762 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)        3,948,480 

      通  勤  費(事業)          236,736 

        人件費計        4,185,216 

    （その他経費）

      売上　原価        1,892,500 

      業務委託費          259,740 

      印刷製本費(事業)          373,862 

      会  議  費(事業)           75,780 

      旅費交通費(事業)        2,957,137 

      通信運搬費(事業)          481,859 

      消耗品  費(事業)          401,739 

      水道光熱費(事業)           28,111 

      地代  家賃(事業)          569,160 

      賃  借  料(事業)          178,446 

      広告宣伝費(事業)          299,561 

      保  険  料(事業)          144,260 

      諸  会  費(事業)           10,000 

      租税  公課(事業)            6,000 

      研  修  費(事業)           22,157 

      支払手数料(事業)            9,565 

      大坂マラソン出走枠購入費          640,000 

      支払寄付金          507,600 

      支払  利息(事業)           23,760 

      雑      費(事業)           52,988 

      接待交際費（事業）            1,080 

      新聞図書費(事業)            3,825 



NPO法人改革プロジェクト 自 平成31年 4月 1日　至 平成32年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      減価償却費          167,533 

        その他経費計        9,106,663 

          事業費  計       13,291,879 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          438,720 

      法定福利費           17,378 

      通  勤  費           26,304 

        人件費計          482,402 

    （その他経費）

      印刷製本費           49,974 

      会  議  費           10,840 

      旅費交通費            2,560 

      通信運搬費           82,833 

      消耗品  費           26,313 

      水道光熱費           30,607 

      地代  家賃           63,240 

      賃  借  料              420 

      保  険  料           10,300 

      租税  公課            7,170 

      支払手数料           31,363 

      雑      費           10,025 

      雑　損　失            △220 

        その他経費計          325,425 

          管理費  計          807,827 

            経常費用  計       14,099,706 

              当期経常増減額        △462,944 

【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        △462,944 

        法人税、住民税及び事業税           71,000 

          当期正味財産増減額        △533,944 

          前期繰越正味財産額        4,779,461 

          次期繰越正味財産額        4,245,517 



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 平成32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法人改革プロジェクト

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           80,000 

    サポーター受取会費          236,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        8,957,001 

  【受取助成金等】

    受取助成金          911,500 

  【事業収益】

    講演・講師謝金           40,000 

    受託事業収益            5,000 

    販売事業        2,707,800 

    参加費収入          567,197 

  【その他収益】

    受取  利息               26 

    雑  収  益          132,238 

        経常収益  計       13,636,762 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)        3,948,480 

      通  勤  費(事業)          236,736 

        人件費計        4,185,216 

    （その他経費）

        売上　原価        1,892,500 

      業務委託費          259,740 

      印刷製本費(事業)          373,862 

      会  議  費(事業)           75,780 

      旅費交通費(事業)        2,957,137 

      通信運搬費(事業)          481,859 

      消耗品  費(事業)          401,739 

      水道光熱費(事業)           28,111 

      地代  家賃(事業)          569,160 

      賃  借  料(事業)          178,446 

      広告宣伝費(事業)          299,561 

      保  険  料(事業)          144,260 

      諸  会  費(事業)           10,000 

      租税  公課(事業)            6,000 

      研  修  費(事業)           22,157 

      支払手数料(事業)            9,565 

      大坂マラソン出走枠購入費          640,000 

      支払寄付金          507,600 

      支払  利息(事業)           23,760 

      雑      費(事業)           52,988 

      接待交際費（事業）            1,080 

      新聞図書費(事業)            3,825 



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 平成32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法人改革プロジェクト

      減価償却費          167,533 

        その他経費計        9,106,663 

          事業費  計       13,291,879 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          438,720 

      法定福利費           17,378 

      通  勤  費           26,304 

        人件費計          482,402 

    （その他経費）

      印刷製本費           49,974 

      会  議  費           10,840 

      旅費交通費            2,560 

      通信運搬費           82,833 

      消耗品  費           26,313 

      水道光熱費           30,607 

      地代  家賃           63,240 

      賃  借  料              420 

      保  険  料           10,300 

      租税  公課            7,170 

      支払手数料           31,363 

      雑      費           10,025 

      雑　損　失            △220 

        その他経費計          325,425 

          管理費  計          807,827 

            経常費用  計       14,099,706 

              当期経常増減額        △462,944 

【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        △462,944 

    法人税、住民税及び事業税           71,000 

      当期正味財産増減額        △533,944 

      前期繰越正味財産額        4,779,461 

      次期繰越正味財産額        4,245,517 


