
[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 829,611 
   現　　　金 77,558   預　り　金 56,288 
   当座　預金 57,540   未払法人税等 161,000 
   普通　預金 2,934,354    流動負債合計 1,046,899 
    現金・預金 計 3,069,452  【固定負債】
  （売上債権）   長期借入金 6,654,242 
   未　収　金 3,205,439    固定負債合計 6,654,242 
    売上債権 計 3,205,439 負債合計 7,701,141 
  （棚卸資産）
   原　材　料 6,792  前期繰越正味財産 1,303,029 
    棚卸資産  計 6,792  当期正味財産増減額 712,732 
  （その他流動資産） 正味財産合計 2,015,761 
   前払　費用 18,910 
    その他流動資産  計 18,910 
     流動資産合計 6,300,593 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   建　　　物 2,369,437 
   車両運搬具 476,611 
   一括償却資産 110,261 
    有形固定資産  計 2,956,309 
  （投資その他の資産）
   出　資　金 10,000 
   敷　　　金 450,000 
    投資その他の資産  計 460,000 
     固定資産合計 3,416,309 

資産合計 9,716,902 負債及び正味財産合計 9,716,902 

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 令和2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 77,558 
      当座　預金 57,540 
        ゆうちょ銀行 (57,540)
      普通　預金 2,934,354 
        ゆうちょ銀行 (△ 3,002)
        おかやま信用金庫 (2,572,477)
        おかやま信用金庫 作業用 (194,253)
        中国銀行 (167,624)
        その他補助 (3,002)
        現金・預金 計 3,069,452 
    （売上債権）
      未　収　金 3,205,439 
        売上債権 計 3,205,439 
    （棚卸資産）
      原　材　料 6,792 
        棚卸資産  計 6,792 
    （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 6,300,593 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建　　　物 2,369,437 
      車両運搬具 476,611 
      一括償却資産 110,261 
        有形固定資産  計 2,956,309 
    （投資その他の資産）
      出　資　金 10,000 
      敷　　　金 450,000 
        投資その他の資産  計 460,000 
          固定資産合計 3,416,309 
            資産合計 9,716,902 

  【流動負債】
    未　払　金 829,611 
    預　り　金 56,288 
      住民税 (4,300)
      源泉徴収税 (51,520)
      その他 (△ 1,260)
      雇用保険料 (1,728)
    未払法人税等 161,000 
      流動負債合計 1,046,899 
  【固定負債】
    長期借入金 6,654,242 
      固定負債合計 6,654,242 
        負債合計 7,701,141 

        正味財産 2,015,761 

《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）

令和2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 26,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 145,174 
  【受取助成金等】
    受取助成金 350,000 
  【事業収益】
    作業作品販売収益 368,067 
    受託事業収益 664,898 
    自立支援費収入 15,615,522 16,648,487 
  【その他収益】
    受取　利息 316 
    雑　収　益 8,000 8,316 
        経常収益  計 17,177,977 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 7,445,900 
      賞与(事業) 600,000 
      法定福利費(事業) 879,706 
      通　勤　費(事業) 187,395 
      福利厚生費(事業) 7,200 
        人件費計 9,120,201 
    （その他経費）
      売上　原価 1,022,885 
      業務委託費 177,600 
      印刷製本費(事業) 9,461 
      広告費(事業) 3,900 
      会　議　費(事業) 18,443 
      旅費交通費(事業) 8,020 
      車　両　費(事業) 594,653 
      通信運搬費(事業) 276,995 
      消耗品　費(事業) 580,798 
      修　繕　費(事業) 117,704 
      水道光熱費(事業) 204,629 
      地代　家賃(事業) 1,942,968 
      賃  借  料(事業) 393,528 
      減価償却費(事業) 733,233 
      保　険　料(事業) 366,240 
      諸　会　費(事業) 73,450 
      租税　公課(事業) 40,753 
      研　修　費(事業) 5,000 
      支払手数料(事業) 290,620 
      支払寄付金 86,220 
      支払　利息(事業) 45,381 
      雑　　　費(事業) 191,563 
        その他経費計 7,184,044 
          事業費  計 16,304,245 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
        その他経費計 0 
          管理費  計 0 
            経常費用  計 16,304,245 
              当期経常増減額 873,732 
【経常外収益】

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 4月 1日  至 令和2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31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日NPO法人 いるかスマイル
    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 873,732 
        法人税、住民税及び事業税 161,000 
          当期正味財産増減額 712,732 
          前期繰越正味財産額 1,303,029 

          次期繰越正味財産額 2,015,761 


