
　

    　特定非営利活動法人 もちもちの木

「特定非営利活動に係る事業会計」収支予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

　

(単位：円）

[経常収支の部]
Ⅰ．経常収入の部

【経常収入】
介護保険収入 108,000,000
訪問介護事業収入 80,000
居宅介護事業収入 80,000
ガイドヘルパー事業収入 120,000
地域交流事業収入 730,000
日中一時支援事業収入 680,000
ディサービス事業収入 5,840,000
古田ディサービス事業収入 1,560,000
グループホーム事業収入 13,800,000
ふれあいサービス事業収入 80,000
ふらっとホーム事業収入 750,000
古田のおうち事業収入 15,080,000
その他事業収入 330,000
入会金収入 40,000
正会員会費収入 30,000
賛助会員会費収入 140,000
寄附金収入 2,180,000
助成金収入 2,000,000
補助金収入 4,000,000
受取利息収入 10,000
受取配当金収入 10,000
雑 　収 　入 6,700,000

経常収入合計 162,240,000
Ⅱ．経常支出の部

【事業費】
給料   手当 75,000,000
法定福利費 9,800,000
福利厚生費 250,000
外　 注 　費 1,910,000
水道光熱費 5,720,000
リース     料 960,000
地代   家賃 12,700,000
給食用食材費 8,390,000
消耗　 品費 820,000
備品消耗品費 370,000
日用品   費 1,100,000
保健衛生費 80,000
旅費交通費 2,610,000
通　 信 　費 1,350,000
支払手数料 550,000
租税 　公課 121,000

印紙税 20,000
行政手数料 30,000
その他 30,000

研   修   費 190,000
車 　輌　 費 1,970,000
教養娯楽費 260,000
諸   会   費 30,000
保   険   料 2,440,000
慶   弔   費 30,000
修   繕   費 3,350,000

《経常収支の部》
科　　　目 金　　　額
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会   議   費 20,000
雑   損   失 910,000
雑  　　　費 960,000

事業費　計 131,971,000
経常収入－事業費 30,269,000

【管理費】
役員   報酬 6,600,000
法定福利費 4,000
福利厚生費 4,500,000
通　 信 　費 260,000
荷造 　運賃 2,000
旅費交通費 28,000
広告宣伝費 30,000
教養娯楽費 10,000
接待交際費 15,000
会   議   費 175,000
事務用消耗品費 65,000
備品消耗品費 205,000
新聞図書費 65,000
印刷 　経費 745,000
地代   家賃 352,000
車両燃料費 205,000
保　 険 　料 1,700,000
支払   報酬 1,145,000
租税   公課

法人税　等 500,000
利子源泉所得税 2,000
利子　割額 2,000
印　紙　税 15,000
その他 2,000

諸 　会 　費 110,000
慶　 弔 　費 5,000
リ　ー　ス 料 450,000
支払手数料 5,000
支払　 利息 920,000
雑　　 　　費 765,000

管理費　計 18,882,000
経常収支差額 11,387,000

[その他資金収支の部]
【その他資金収入】

長期借入収入 0
その他資金収入　計 0

【その他資金支出】
建物付属設備購入支出 0
車両運搬具購入支出 1,405,000
長期借入返済支出 6,100,000
リサイクル預託金支出 15,000

その他資金支出　計 7,520,000
当期収支差額 3,867,000
前期繰越収支差額 42,241,579

次期繰越収支差額 46,108,579
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【正味財産増加の部】
当期収支差額 3,867,000
建物付属設備購入額 0
車輌運搬具購入額 1,400,000
長期借入金返済額 6,100,000
リサイクル預託金増加額 15,000

正味財産増加の部　計 11,382,000
【正味財産減少の部】

建物附属設備減価償却額 6,200,000
構築物減価償却額 105,000
車輌運搬具減価償却額 285,000
什器備品減価償却額 60,000
長期借入金増加額 0

正味財産減少の部　計 6,650,000
当期正味財財産増加額 4,732,000
前期繰越正味財産額 43,368,399

当期正味財産合計 48,100,399

《正味財産増減の部》


