
[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 1,536,874 
   現　　　金 801,072    流動負債  計 1,536,874 
   普通　預金 454,763 負債の部合計 1,536,874 
    現金・預金 計 1,255,835 
  （売上債権）  【正味財産】
   未　収　金 62,911   前期繰越正味財産額 0 
    売上債権 計 62,911   当期正味財産増減額 △ 218,128 
     流動資産合計 1,318,746    正味財産　計 △ 218,128 

正味財産の部合計 △ 218,128 
資産の部合計 1,318,746 負債・正味財産の部合計 1,318,746 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
平成27年 3月31日 現在

NPO法人シニア情報生活アドバイザー佐賀



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 801,072 
      普通　預金 454,763 
        現金・預金 計 1,255,835 
    （売上債権）
      未　収　金 62,911 
        売上債権 計 62,911 
          流動資産合計 1,318,746 
            資産の部  合計 1,318,746 

  【流動負債】
    未　払　金 1,536,874 
      流動負債  計 1,536,874 
        負債の部  合計 1,536,874 

        正味財産 △ 218,128 

NPO法人シニア情報生活アドバイザー佐賀
平成27年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

NPO法人シニア情報生活アドバイザー佐賀
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 99,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 40,400 
  【受取助成金等】
    佐賀県社会福祉協議会 664,000 
    佐賀県高度情報化推進協議会 150,000 
    佐賀県CSO支援自販機 583,776 
    公益財団佐賀未来創造基金 100,000 
  【事業収益】
    ①パソコン指導・仲間作り事業 1,274,763 
    ②高齢者活性化活用事業 171,000 
  【その他収益】
    雑　収　益 13,046 
        経常収益  計 3,095,985 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      講師謝礼費 488,800 
      テキスト製作費 14,400 
      担当手当 86,400 
      旅費交通費(事業) 496,154 
      通信費 229,687 
      印刷費 216,359 
      消耗品費 133,833 
      講座運営費 601,960 
      会場設営費 136,500 
      施設使用料 163,920 
      賃  借  料(事業) 16,200 
      支払手数料(事業) 36,092 
      雑　　　費(事業) 8,470 
        その他経費計 2,628,775 
          事業費  計 2,628,775 
  【管理費】
    （人件費）
      日当 78,000 
      事務手当 99,000 
      福利厚生費 34,380 
        人件費計 211,380 
    （その他経費）
      会　議　費 4,780 
      旅費交通費 213,224 
      通信費 2,596 
      印刷費 6,476 
      消耗品費 57,301 
      施設使用料 65,830 
      接待交際費 5,025 
      諸　会　費 57,500 
      租税　公課 600 
      支払手数料 1,656 
      雑　　　費 58,970 
        その他経費計 473,958 
          管理費  計 685,338 
            経常費用  計 3,314,113 

自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

NPO法人シニア情報生活アドバイザー佐賀 自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書

              当期経常増減額 △ 218,128 
【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 △ 218,128 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 218,128 
          前期繰越正味財産額 0 
          次期繰越正味財産額 △ 218,128 



[税込]（単位：円）

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 99,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 40,400 
  【受取助成金等】
    佐賀県社会福祉協議会 664,000 
    佐賀県高度情報化推進協議会 150,000 
    佐賀県CSO支援自販機 583,776 
    公益財団佐賀未来創造基金 100,000 
  【事業収益】
    ①パソコン指導・仲間作り事業 1,274,763 
    ②高齢者活性化活用事業 171,000 
  【その他収益】
    雑　収　益 13,046 
      経常収益  計 3,095,985 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      講師謝礼費 488,800 
      テキスト製作費 14,400 
      担当手当 86,400 
      旅費交通費(事業) 496,154 
      通信費 229,687 
      印刷費 216,359 
      消耗品費 133,833 
      講座運営費 601,960 
      会場設営費 136,500 
      施設使用料 163,920 
      賃  借  料(事業) 16,200 
      支払手数料(事業) 36,092 
      雑　　　費(事業) 8,470 
        その他経費計 2,628,775 
          事業費  計 2,628,775 
  【管理費】
    （人件費）
      日当 78,000 
      事務手当 99,000 
      福利厚生費 34,380 
        人件費計 211,380 
    （その他経費）
      会　議　費 4,780 
      旅費交通費 213,224 
      通信費 2,596 
      印刷費 6,476 
      消耗品費 57,301 
      施設使用料 65,830 
      接待交際費 5,025 
      諸　会　費 57,500 
      租税　公課 600 
      支払手数料 1,656 
      雑　　　費 58,970 
        その他経費計 473,958 
          管理費  計 685,338 
            経常費用  計 3,314,113 

NPO法人シニア情報生活アドバイザー佐賀
自 平成26年 4月 1日  至 平成27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法人シニア情報生活アドバイザー佐賀
自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

              当期経常増減額 △ 218,128 
【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 △ 218,128 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 218,128 
      前期繰越正味財産額 0 
      次期繰越正味財産額 △ 218,128 


