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【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 30,000 
    賛助会員受取会費 13,000 43,000 
  【事業収益】
    利用者負担金収入 666,530 
    障害児通所支援事業収益 29,248,460 29,914,990 
  【その他収益】
    受取　利息 94 
        経常収益  計 29,958,084 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 17,081,041 
      退職給付費用(事業) 1,430,000 
      法定福利費(事業) 1,750,093 
      福利厚生費(事業) 141,390 
        人件費計 20,402,524 
    （その他経費）
      業務委託費 18,900 
      印刷製本費(事業) 5,449 
      図書費（事業） 93,774 
      旅費交通費(事業) 152,190 
      通信運搬費(事業) 135,752 
      消耗品　費(事業) 1,059,738 
      修　繕　費(事業) 266,184 
      交際費（事業） 48,592 
      水道光熱費(事業) 101,105 
      燃料費（事業） 346,386 
      地代　家賃(事業) 838,479 
      賃  借  料(事業) 2,920 
      減価償却費(事業) 69,818 
      保　険　料(事業) 257,523 
      諸　会　費(事業) 111,500 
      租税　公課(事業) 10,600 
      研　修　費 395,750 
      支払手数料(事業) 70,295 
      雑　　　費(事業) 410 
        その他経費計 3,985,365 
          事業費  計 24,387,889 
  【管理費】
    （その他経費）
      水道光熱費 470 
      地代　家賃 5,409 
        その他経費計 5,879 
          管理費  計 5,879 
            経常費用  計 24,393,768 
              当期経常増減額 5,564,316 
【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 5,564,316 
          当期正味財産増減額 5,564,316 
          前期繰越正味財産額 2,542,888 

          次期繰越正味財産額 8,107,204 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人ほっとスマイル　



[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 1,794,847 
   現　　　金 20,662   預　り　金 202,903 
   普通　預金 13,048,751    流動負債  計 1,997,750 
    現金・預金 計 13,069,413  【固定負債】
  （売上債権）   長期借入金 5,000,000 
   未　収　金 5,313,712   退職給付引当金 4,530,000 
    売上債権 計 5,313,712    固定負債  計 9,530,000 
  （その他流動資産） 負債合計 11,527,750 
   前払　費用 153,151 
   立　替　金 12,105  【正味財産】
   仮　払　金 1,001,600   前期繰越正味財産額 2,542,888 
    その他流動資産  計 1,166,856   当期正味財産増減額 5,564,316 
     流動資産合計 19,549,981    正味財産　計 8,107,204 
 【固定資産】 正味財産合計 8,107,204 
  （有形固定資産）
   車両運搬具 2 
   什器　備品 84,971 
    有形固定資産  計 84,973 
     固定資産合計 84,973 

資産合計 19,634,954 負債及び正味財産合計 19,634,954 

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30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ほっとスマイル　



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 20,662 
      普通　預金 13,048,751 
        現金・預金 計 13,069,413 
    （売上債権）
      未　収　金　　　3月分利用料収入他2件 5,313,712 
        売上債権 計 5,313,712 
    （その他流動資産）
      前払　費用　　　自動車保険料他3件 153,151 
      立　替　金　　　利用者おやつ、昼食代 12,105 
      仮　払　金　　　職員福利厚生費他1件 1,001,600 
        その他流動資産  計 1,166,856 
          流動資産合計 19,549,981 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      車両運搬具　　　公用車2台 2 
      什器　備品　　　冷蔵庫他2件 84,971 
        有形固定資産  計 84,973 
          固定資産合計 84,973 
            資産の部  合計 19,634,954 

  【流動負債】
    未　払　金　　　　3月分給与他11件 1,794,847 
    預　り　金　　　　3月分所得税他2件 202,903 
      流動負債  計 1,997,750 
  【固定負債】
    長期借入金 5,000,000 
    退職給付引当金 4,530,000 
      固定負債  計 9,530,000 
        負債の部  合計 11,527,750 

        正味財産 8,107,204 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人ほっとスマイル　
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定率法
(2).引当金の計上基準
　退職給付引当金:平成29年度年間人件費を12月で割り1か月分を計上
【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 全事業所 合計
（人件費）
  給料　手当(事業) 17,081,041 17,081,041 
  退職給付費用(事業) 1,430,000 1,430,000 
  法定福利費(事業) 1,750,093 1,750,093 
  福利厚生費(事業) 141,390 141,390 
    人件費計 20,402,524 20,402,524 
（その他経費）
  業務委託費 18,900 18,900 
  印刷製本費(事業) 5,449 5,449 
  図書費（事業） 93,774 93,774 
  旅費交通費(事業) 152,190 152,190 
  通信運搬費(事業) 135,752 135,752 
  消耗品　費(事業) 1,059,738 1,059,738 
  修　繕　費(事業) 266,184 266,184 
  交際費（事業） 48,592 48,592 
  水道光熱費(事業) 101,105 101,105 
  燃料費（事業） 346,386 346,386 
  地代　家賃(事業) 838,479 838,479 
  賃  借  料(事業) 2,920 2,920 
  減価償却費(事業) 69,818 69,818 
  保　険　料(事業) 257,523 257,523 
  諸　会　費(事業) 111,500 111,500 
  租税　公課(事業) 10,600 10,600 
  研　修　費 395,750 395,750 
  支払手数料(事業) 70,295 70,295 
  雑　　　費(事業) 410 410 
    その他経費計 3,985,365 3,985,365 
      合計 24,387,889 24,387,889 

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

冷蔵庫 91,295 38,070 38,070 53,225
パソコン 49,377 24,689 24,689 24,688
エアコン 14,117 7,059 7,059 7,058

合計 154,789 69,818 69,818 84,971

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 5,000,000 5,000,000

合計 5,000,000 5,000,000

【役員及びその近親者との取引の内容】
　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 財務諸表に計上された金額 内役員及び近親者との取引

（活動計算書）
長期借入金 5,000,000 5,000,000

活動計算書計 5,000,000 5,000,000

【事業費と管理費の按分方法】
事業所の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合に基づき
按分し、賃借料及び水道光熱費については使用割合に基づき按分しています。

財務諸表の注記
特定非営利活動法人ほっとスマイル　 平成30年 3月31日 現在


