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1．

　　

（1）

（2）

（3）

2．

ツアー事業費 交流・普及事業費
フューチャーフラ

ワー事業費

（１）（１）（１）（１）

0 0 60,000 60,00060,00060,00060,000

0 23,800 0 23,80023,80023,80023,800

0 0 0 0000

0000 23,80023,80023,80023,800 60,00060,00060,00060,000 83,80083,80083,80083,800

（２）（２）（２）（２）

1,296,000 1,296,0001,296,0001,296,0001,296,000

10,000 3,000 30,468 43,46843,46843,46843,468

332,380 332,380332,380332,380332,380

消耗品費 5,000 5,000 10,000 20,00020,00020,00020,000

12,330 12,33012,33012,33012,330

3,139,900 3,139,9003,139,9003,139,9003,139,900

165,735 165,735165,735165,735165,735

65,668 65,66865,66865,66865,668

23,260 23,26023,26023,26023,260

3,154,9003,154,9003,154,9003,154,900 251,733251,733251,733251,733 1,692,1081,692,1081,692,1081,692,108 5,098,7415,098,7415,098,7415,098,741

3,154,9003,154,9003,154,9003,154,900 275,533275,533275,533275,533 1,752,1081,752,1081,752,1081,752,108 5,182,5415,182,5415,182,5415,182,541

3．

金　　額

4．

期首残高 当期借入 当期返済 期末残高期末残高期末残高期末残高

0 600,000 0 600,000600,000600,000600,000

5．

(単位：円)

借入金の増減は以下の通りです。                                                                                   (単位：円)

借入金の増減内訳

科　　目

役員借入金

内　　容

事業運営における事務員
1名×120日

595,200

算　　定　　根　　拠

単価は宮城県の前年の平均最低賃金を参考にして
算定しています。

合　　計合　　計合　　計合　　計

業務委託費

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

提供の内訳」として注記しています。

科　　目

特定非営利活動に係る事業

事業費計事業費計事業費計事業費計

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

雑費

その他経費計その他経費計その他経費計その他経費計

人件費計人件費計人件費計人件費計

その他経費その他経費その他経費その他経費

接待交際費

リース・会場代

イベント諸経費

地代家賃（管理費）

役員及びその近親者との取引の内容

科　目

(活動計算書）

財務諸表に計上された金額 内役員及び近親者との取引

0 600,000

0000 600,000600,000600,000600,000

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。                                                             (単位：円)

重要な会計方針

ボランティアによる役務の提供の会計処理

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。

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

支払支援金

通信費

旅費交通費

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

ボランティアによる役務の提供は、「3．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の

事業費の内訳

人件費人件費人件費人件費

給料手当

臨時雇賃金

法定福利費

事業費の区分は以下の通りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　(単位：円)


