
　　　　特定非営利活動法人 もちもちの木

財産目録
平成23年3月31日現在

（単位：円）

Ⅰ資産の部
　1.流動資産

現　　 　　金 7,260
小口 　現金 700,000
普通 　預金

広島信用金庫土橋支店 7,602,308
中国労働金庫 247,212
ゆうちょ銀行 4,905,847

定額 　貯金
ゆうちょ銀行 900,000

定期　 積金
広島信用金庫土橋支店 1,080,000

現金・預金　計 15,442,627

未　 収　 金 20,369,674
前払　 費用 1,063,000
立　 替　 金 154,311
短期貸付金 917,537
保険積立金 11,655,297

その他の流動資産　計 34,159,819
流動資産合計 49,602,446

　2.固定資産
建物附属設備 53,966,792
構　 築　 物 936,250
車輌運搬具 930,979
什器 　備品 282,262

有形固定資産　計 56,116,283

敷　　　　金 5,950,000
投資その他の資産　計 5,950,000

固定資産合計 62,066,283

資産の部合計 111,668,729

Ⅱ負債の部

　1.流動負債
未　 払　 金 5,757,584
預    り　 金

住民税源泉預り金 113,600
雇用保険料預り金 364,716
社会保険料預り金 636,796
グループホーム預り金 900,000
古田グループホーム預り金 2,920,000
利用者預かり金 209,600
財形貯蓄 95,000
その他 55,500

未払法人税等 1,374,100
流動負債合計 12,426,896

　2.固定負債
長期借入金 62,423,997

固定負債合計 62,423,997
負債の部合計 74,850,893

正味財産合計 36,817,836

負債・正味財産合計 111,668,729

科　　　　目 金　　　額



     特定非営利活動法人 もちもちの木

貸借対照表
平成23年3月31日現在

（単位：円）

Ⅰ資産の部
1.流動資産

現　　　　金 7,260
小口　 現金 700,000
普通　 預金 12,755,367
定額   貯金 900,000
定期   積金 1,080,000
未　 収　 金 20,369,674
前払   費用 1,063,000
立   替   金 154,311
短期貸付金 917,537
保険積立金 11,655,297
流動資産合計 49,602,446

2.固定資産
（1）有形固定資産

建物附属設備 53,966,792
構 　築　 物 936,250
車輌運搬具 930,979
什器 　備品 282,262
有形固定資産計 56,116,283

（2）無形固定資産
（3）投資その他の資産

敷　　　　金 5,950,000
投資その他の資産計 5,950,000

固定資産合計 62,066,283

資産合計 111,668,729

Ⅱ負債の部
1.流動負債

未　払　金 5,757,584
預　 り　金 5,295,212
未払法人税等 1,374,100
流動負債合計 12,426,896

2.固定負債
長期借入金 62,423,997
固定負債合計 62,423,997

負債合計 74,850,893

Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産 28,752,381
当期正味財産増減額 8,065,455

正味財産合計 36,817,836

負債及び正味財産合計 111,668,729            

(計算書類に対する注記）
1.消費税の会計処理は税込経理方式によっています。

金　　　額科　　　目



　

    特定非営利活動法人 もちもちの木

活動計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

　

(単位：円）

Ⅰ経常収益
1.受取会費

正会員受取会費
賛助会員受取会費 9,000 9,000

2.受取寄付金
受取寄付金 60,000 60,000

3.受取助成金等
受取助成金 5,305,614 5,305,614

4.事業収益
介護保険収益 102,397,687
訪問介護事業収益 184,892
居宅介護事業収益 14,133
ガイドヘルパー事業収益 129,180
日中一時支援事業収益 108,340
ディサービス事業収益 9,253,895
グループホーム事業収益 25,174,853
ふれあいサービス事業収益 92,600
ふらっとホーム事業収益 93,000
古田のおうち事業収益 3,011,431 140,460,011

5.その他収益
受取利息収入 4,388
受取配当金収入 400
雑 　収 　入 8,521,030 8,525,818

経常収益計
Ⅱ経常費用 154,360,443

１.事業費
（1）人件費

給料   手当 62,011,253
賞与　 手当 4,511,000
法定福利費 7,469,796
人件費計 73,992,049

（2）その他経費
福利厚生費 281,475
外　 注 　費 1,878,189
材　 料　 費 98,447
水道光熱費 2,191,792
リース     料 709,400
地代   家賃 6,960,000
給食用食材費 7,628,863
消耗　 品費 446,341
備品消耗品費 1,463,182
日用品   費 903,508
保健衛生費 48,348
旅費交通費 2,972,703
通　 信 　費 257,829
支払手数料 217,505
租税 　公課

印紙税 30,000
行政手数料 5,500
その他 30,500

研   修   費 423,917
車輌燃料費 1,764,914
教養娯楽費 159,183
諸   会   費 51,000
保   険   料 4,002,560

金　　　額



　

    特定非営利活動法人 もちもちの木

活動計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

　

(単位：円）

慶   弔   費 13,125
修   繕   費 889,350
会   議   費 60,622
雑   損   失 387,385
雑  　　　費 845,189
その他経費計 34,720,827

事業費計 108,712,876
2.管理費

（1）人件費
給料   手当 4,867,720
役員   報酬 6,600,000
賞与   手当 689,000
法定福利費 1,458,732
人件費計 13,615,452

（2）その他経費
福利厚生費 239,648
通　 信 　費 925,817
水道光熱費 3,111,085
旅費交通費 128,200
広告宣伝費 173,200
接待交際費 500
会   議   費 33,125
事務用消耗品費 391,998
備品消耗品費 891,771
修   繕   費 309,750
地代   家賃 5,796,000
支払   報酬 1,270,975
租税   公課

法人税　等 1,577,600
利子源泉所得税 656
利子　割額 217
印　紙　税 55,500
その他 80

諸 　会 　費 58,300
リ　ー　ス 料 715,260
支払手数料 241,378
支払寄付金 100,000
管理 　諸費 42,000
減価償却費 5,861,692
支払　 利息 916,762
貸倒　 損失 659,493
雑　　 　　費 465,653
その他管理費計 23,966,660

管理費計 37,582,112
経常費用計 146,294,988

当期正味財産増減額 8,065,455
前期繰越正味財産額 28,752,381

次期繰越正味財産額 36,817,836

(計算書類に対する注記）
1.特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。



　

    特定非営利活動法人 もちもちの木

活動予算書（案）
平成2３年4月1日から平成2４年3月31日まで

　

(単位：円）

Ⅰ経常収益
1.受取会費

正会員受取会費 30,000
賛助会員受取会費 20,000 50,000

2.受取寄付金
受取寄付金 60,000 60,000

3.受取助成金等
受取助成金 4,000,000 4,000,000

4.事業収益
介護保険収益 100,000,000
訪問介護事業収益 200,000
居宅介護事業収益 15,000
ガイドヘルパー事業収益 130,000
日中一時支援事業収益 110,000
ディサービス事業収益 9,000,000
グループホーム事業収益 25,000,000
ふれあいサービス事業収益 100,000
ふらっとホーム事業収益 100,000
古田のおうち事業収益 3,000,000 137,655,000

5.その他収益
受取利息収入 5,000
受取配当金収入 400
雑 　収 　入 8,500,000 8,505,400

６・長期借入金 10,000,000 10,000,000
経常収益計

Ⅱ経常費用 160,270,400
１.事業費

（1）人件費
給料   手当 63,000,000
賞与　 手当 3,500,000
法定福利費 7,460,000
人件費計 73,960,000

（2）その他経費
福利厚生費 300,000
外　 注 　費 2,340,000
材　 料　 費 100,000
水道光熱費 2,400,000
リース     料 709,400
地代   家賃 6,960,000
給食用食材費 7,800,000
消耗　 品費 600,000
備品消耗品費 1,600,000
日用品   費 1,200,000
保健衛生費 100,000
旅費交通費 3,300,000
通　 信 　費 340,000
支払手数料 250,000
租税 　公課

印紙税 15,000
行政手数料 5,500
その他 30,500

研   修   費 630,000
車輌燃料費 1,900,000
教養娯楽費 200,000
諸   会   費 100,000

金　　　額



　

    特定非営利活動法人 もちもちの木

活動予算書（案）
平成2３年4月1日から平成2４年3月31日まで

　

(単位：円）

保   険   料 4,002,560
慶   弔   費 100,000
修   繕   費 1,000,000
会   議   費 150,000
雑   損   失 50,000
雑  　　　費 1,000,000
その他経費計 37,182,960

事業費計 111,142,960
2.管理費

（1）人件費
給料   手当 4,867,720
役員   報酬 6,600,000
賞与   手当 689,000
法定福利費 1,458,732
人件費計 13,615,452

（2）その他経費
福利厚生費 239,648
通　 信 　費 1,000,000
水道光熱費 3,500,000
旅費交通費 200,000
広告宣伝費 600,000
接待交際費 20,000
会   議   費 100,000
事務用消耗品費 400,000
備品消耗品費 1,000,000
修   繕   費 300,000
地代   家賃 5,796,000
支払   報酬 1,270,975
租税   公課

法人税　等 1,000,000
利子源泉所得税 1,500
利子　割額 500
印　紙　税 55,500
その他 1,000

諸 　会 　費 100,000
リ　ー　ス 料 950,000
支払手数料 250,000
支払寄付金 100,000
管理 　諸費 42,000
減価償却費 5,861,692
支払　 利息 916,762
貸倒　 損失 0
雑　　 　　費 500,000
その他管理費計 24,205,577

管理費計 37,821,029
経常費用計 148,963,989

11,306,411
建物改装・スプリンクラー等購入支出 10,000,000 10,000,000               

経常収支差 1,306,411

(計算書類に対する注記）
1.特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。


