
[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 914,018 
   現　　　金 258,516   預　り　金 97,094 
   普通　預金 6,081,880   未払法人税等 997,800 
    現金・預金 計 6,340,396   未払消費税等 27,200 
  （売上債権）    流動負債合計 2,036,112 
   未　収　金  【固定負債】
    売上債権 計 3,713,079   長期借入金 5,759,506 
  （棚卸資産）    固定負債合計 5,759,506 
   原　材　料 7,598 負債合計 7,795,618 
    棚卸資産  計 7,598 
  （その他流動資産）  前期繰越正味財産 2,015,761 
   前払　費用 18,910  当期正味財産増減額 3,224,326 
    その他流動資産  計 18,910 正味財産合計 5,240,087 
     流動資産合計 10,079,983 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   建　　　物 2,202,286 
   車両運搬具 238,306 
   一括償却資産 55,130 
    有形固定資産  計 2,495,722 
  （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 2,955,722 

資産合計 13,035,705 負債及び正味財産合計 13,035,705 

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3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 258,516 
      普通　預金 6,081,880 
        ゆうちょ銀行 (△ 3,002)
        おかやま信用金庫 (3,935,961)
        おかやま信用金庫 作業用 (391,695)
        中国銀行 (1,754,224)
        その他補助 (3,002)
        現金・預金 計 6,340,396 
    （売上債権）
      未　収　金 3,713,079 
        売上債権 計 3,713,079 
    （棚卸資産）
      原　材　料 7,598 
        棚卸資産  計 7,598 
    （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 10,079,983 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建　　　物 2,202,286 
      車両運搬具 238,306 
      一括償却資産 55,130 
        有形固定資産  計 2,495,722 
    （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 2,955,722 
            資産合計 13,035,705 

  【流動負債】
    未　払　金 914,018 
    預　り　金 97,094 
      住民税 (13,100)
      源泉徴収税 (64,209)
      その他 (6,140)
      雇用保険料 (13,645)
    未払法人税等 997,800 
    未払消費税等 27,200 
      流動負債合計 2,036,112 
  【固定負債】
    長期借入金 5,759,506 
      固定負債合計 5,759,506 
        負債合計 7,795,618 

        正味財産 5,240,087 

《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3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 24,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 29,000 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,286,000 
  【事業収益】
    作業作品販売収益 295,101 
    受託事業収益 710,990 
    自立支援費収入 19,740,435 20,746,526 
  【その他収益】
    受取　利息 33 
    雑　収　益 60,308 60,341 
        経常収益  計 22,145,867 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 8,218,750 
      賞与(事業) 890,000 
      法定福利費(事業) 886,794 
      通　勤　費(事業) 130,322 
      福利厚生費(事業) 176,369 
        人件費計 10,302,235 
    （その他経費）
      売上　原価 1,003,172 
      業務委託費 217,300 
      会　議　費(事業) 87,641 
      旅費交通費(事業) 3,730 
      車　両　費(事業) 707,139 
      通信運搬費(事業) 250,310 
      消耗品　費(事業) 888,511 
      修　繕　費(事業) 434,382 
      水道光熱費(事業) 229,125 
      地代　家賃(事業) 2,075,160 
      賃  借  料(事業) 466,598 
      減価償却費(事業) 460,587 
      保　険　料(事業) 372,990 
      諸　会　費(事業) 37,800 
      租税　公課(事業) 35,003 
      研　修　費(事業) 7,500 
      支払手数料(事業) 127,167 
      支払寄付金 30,000 
      支払　利息(事業) 52,246 
      雑　　　費(事業) 107,945 
        その他経費計 7,594,306 
          事業費  計 17,896,541 
  【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 17,896,541 
              当期経常増減額 4,249,326 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日  至 令和3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 令和2年 4月 1日  至 令和3年 3月31日NPO法人 いるかスマイル
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 4,249,326 
        法人税、住民税及び事業税 1,025,000 
          当期正味財産増減額 3,224,326 
          前期繰越正味財産額 2,015,761 

          次期繰越正味財産額 5,240,087 


