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第2号議案

栃木県佐野市堀米町3905－4

社会福祉法人ブローニュの森 内

第  7期
第  7期第  7期
第  7期

決　算　報　告　書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

栃木県精神障害者支援事業協会



[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 88,248 

   普通　預金 471,418    流動負債  計 88,248 

    現金・預金 計 471,418 負債合計
負債合計負債合計
負債合計 88,248 

88,248 88,248 
88,248 

  （売上債権）

   未　収　金 97,000  【正味財産】

    売上債権 計 97,000   前期繰越正味財産額 558,372 

     流動資産合計 568,418   当期正味財産増減額 △ 78,202 

   正味財産　計 480,170 

正味財産合計
正味財産合計正味財産合計
正味財産合計 480,170 

480,170 480,170 
480,170 

資産合計
資産合計資産合計
資産合計 568,418 

568,418 568,418 
568,418 負債及び正味財産合計

負債及び正味財産合計負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計 568,418 

568,418 568,418 
568,418 
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正　味　財　産　の　部
正　味　財　産　の　部正　味　財　産　の　部
正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表
貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表
貸　借　対　照　表

資　産　の　部
資　産　の　部資　産　の　部
資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部

負　債　・　正　味　財　産　の　部負　債　・　正　味　財　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

栃木県精神障害者支援事業協会



  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金 471,418 

        現金・預金 計 471,418 

    （売上債権）

      未　収　金 97,000 

        売上債権 計 97,000 

          流動資産合計 568,418 

            資産の部  合計 568,418 

  【流動負債】

    未　払　金 88,248 

      流動負債  計 88,248 

        負債の部  合計 88,248 

        正味財産 480,170 
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《資産の部》

《負債の部》

栃木県精神障害者支援事業協会

財　産　目　録
財　産　目　録財　産　目　録
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（団体）受取会費 407,000 

    正会員（個人）受取会費 9,000 

    賛助会員（団体）受取会費 10,000 426,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 50,000 

  【事業収益】

    行事参加会費収益 29,500 

    研修会等収入 95,500 125,000 

  【その他収益】

    受取　利息 5 

    雑　収　益 14,599 14,604 

        経常収益  計 615,604 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      諸　謝　金 60,685 

      印刷製本費(事業) 20,000 

      会　議　費(事業) 10,500 

      旅費交通費(事業) 45,362 

      通信運搬費(事業) 14,432 

      消耗品　費(事業) 49,722 

      賃  借  料(事業) 67,340 

      支払手数料(事業) 398 

        その他経費計 268,439 

          事業費  計 268,439 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      印刷製本費 5,000 

      会　議　費 16,600 

      旅費交通費 91,686 

      通信運搬費 89,257 

      消耗品　費 188,972 

      租税　公課 800 

      支払手数料 972 

      管理　諸費 1,080 

      雑　　　費 8,000 

        その他経費計 402,367 

          管理費  計 402,367 

            経常費用  計 670,806 

              当期経常増減額 △ 55,202 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

  過年度損益修正損 23,000 

    経常外費用  計 23,000 

        税引前当期正味財産増減額 △ 78,202 

          当期正味財産増減額 △ 78,202 

          前期繰越正味財産額 558,372 

          次期繰越正味財産額 480,170 
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活　動　計　算　書
活　動　計　算　書活　動　計　算　書
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

栃木県精神障害者支援事業協会



【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).消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【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
科目科目
科目

情報収集及び発信事業
情報収集及び発信事業情報収集及び発信事業
情報収集及び発信事業

関係職員の研修事業
関係職員の研修事業関係職員の研修事業
関係職員の研修事業

自治体等との連絡調整事業
自治体等との連絡調整事業自治体等との連絡調整事業
自治体等との連絡調整事業 障害者福祉全体のための事業

障害者福祉全体のための事業障害者福祉全体のための事業
障害者福祉全体のための事業

合計
合計合計
合計

（人件費）

  人件費計 0 0 0 0 0 

（その他経費）

  諸　謝　金 22,274 38,411 60,685 

  印刷製本費(事業) 20,000 20,000 

  会　議　費(事業) 7,500 3,000 10,500 

  旅費交通費(事業) 29,710 9,652 6,000 45,362 

  通信運搬費(事業) 8,610 5,822 14,432 

  消耗品　費(事業) 30,571 19,151 49,722 

  賃  借  料(事業) 67,340 67,340 

  支払手数料(事業) 398 398 

    その他経費計 8,610 110,055 9,652 140,122 268,439 

      合計 8,610 110,055 9,652 140,122 268,439 
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財務諸表の注記
財務諸表の注記財務諸表の注記
財務諸表の注記

平成31年 3月31日 現在栃木県精神障害者支援事業協会

事業費の内訳
事業費の内訳事業費の内訳
事業費の内訳

栃木県精神障害者支援事業協会 平成31年 3月31日 現在


