
[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 664,417 
   現　　　金 230,729   預　り　金 58,250 
   普通　預金 2,323,101   未払法人税等 263,400 
    現金・預金 計 2,553,830    流動負債合計 986,067 
  （売上債権）  【固定負債】
   未　収　金 1,928,516   長期借入金 3,520,049 
    売上債権 計 1,928,516    固定負債合計 3,520,049 
  （棚卸資産） 負債合計 4,506,116 
   原　材　料 4,538 
    棚卸資産  計 4,538  前期繰越正味財産 588,449 
  （その他流動資産）  当期正味財産増減額 714,580 
   前払　費用 18,910 正味財産合計 1,303,029 
    その他流動資産  計 18,910 
     流動資産合計 4,505,794 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   車両運搬具 1,029,351 
    有形固定資産  計 1,029,351 
  （投資その他の資産）
   出　資　金 10,000 
   敷　　　金 264,000 
    投資その他の資産  計 274,000 
     固定資産合計 1,303,351 

資産合計 5,809,145 負債及び正味財産合計 5,809,145 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成31年 3月31日 現在
NPO法人 いるかスマイル



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 230,729 
      普通　預金 2,323,101 
        ゆうちょ銀行 (△ 3,002)
        おかやま信用金庫 (2,134,477)
        おかやま信用金庫 作業用 (188,624)
        その他補助 (3,002)
        現金・預金 計 2,553,830 
    （売上債権）
      未　収　金 1,928,516 
        売上債権 計 1,928,516 
    （棚卸資産）
      原　材　料 4,538 
        棚卸資産  計 4,538 
    （その他流動資産）
      前払　費用 18,910 
        その他流動資産  計 18,910 
          流動資産合計 4,505,794 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      車両運搬具 1,029,351 
        有形固定資産  計 1,029,351 
    （投資その他の資産）
      出　資　金 10,000 
      敷　　　金 264,000 
        投資その他の資産  計 274,000 
          固定資産合計 1,303,351 
            資産合計 5,809,145 

  【流動負債】
    未　払　金 664,417 
    預　り　金 58,250 
      住民税 (8,500)
      源泉徴収税 (49,750)
    未払法人税等 263,400 
      流動負債合計 986,067 
  【固定負債】
    長期借入金 3,520,049 
      固定負債合計 3,520,049 
        負債合計 4,506,116 

        正味財産 1,303,029 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人 いるかスマイル
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成31年 3月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 22,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 81,343 
  【事業収益】
    作業作品販売収益 541,900 
    自主事業収益 1,000 
    受託事業収益 769,802 
    自立支援費収入 12,119,617 
    利用者負担金収入 58,378 13,490,697 
  【その他収益】
    受取　利息 13 
    雑　収　益 10,239 10,252 
        経常収益  計 13,604,292 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 5,871,172 
      賞与(事業) 726,035 
      法定福利費(事業) 584,447 
      通　勤　費(事業) 39,039 
      福利厚生費(事業) 7,200 
        人件費計 7,227,893 
    （その他経費）
      売上　原価 1,073,606 
      業務委託費 181,040 
      広告費(事業) 1,000 
      旅費交通費(事業) 5,070 
      車　両　費(事業) 474,773 
      通信運搬費(事業) 286,977 
      消耗品　費(事業) 470,030 
      水道光熱費(事業) 179,819 
      地代　家賃(事業) 1,056,000 
      賃  借  料(事業) 290,900 
      減価償却費(事業) 764,566 
      保　険　料(事業) 338,050 
      諸　会　費(事業) 16,600 
      租税　公課(事業) 67,260 
      研　修　費(事業) 12,200 
      支払手数料(事業) 28,072 
      支払寄付金 65,623 
      雑　　　費(事業) 83,118 
        その他経費計 5,394,704 
          事業費  計 12,622,597 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      創立費償却 3,715 
        その他経費計 3,715 
          管理費  計 3,715 
            経常費用  計 12,626,312 
              当期経常増減額 977,980 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日NPO法人 いるかスマイル



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日NPO法人 いるかスマイル
        税引前当期正味財産増減額 977,980 
        法人税、住民税及び事業税 263,400 
          当期正味財産増減額 714,580 
          前期繰越正味財産額 588,449 

          次期繰越正味財産額 1,303,029 


