
北海道江別市美原１４４５番地

決　算　報　告　書

特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会

第  2期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 93,000 
    賛助会員受取会費 4,000 
    受取入会金 340,800 437,800 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 514,187 
  【受取助成金等】
    受取補助金 1,268,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 720,003 
    指定管理付随事業収益 1,055,481 
    えみくる指定管理料収益 22,018,000 
    事業収益２ 358,197 24,151,681 
  【その他収益】
    受取  利息 29 
    雑  収  益 231,598 231,627 
        経常収益  計 26,603,295 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 10,763,100 
      法定福利費(事業) 1,428,188 
      福利厚生費(事業) 90,300 
        人件費計 12,281,588 
    （その他経費）
      売上　原価 499,570 
      業務委託費 2,603,195 
      諸  謝  金 56,000 
      燃　料　費(事業) 1,351,117 
      通信運搬費(事業) 294,144 
      消耗品  費(事業) 468,168 
      修  繕  費(事業) 245,972 
      水道光熱費(事業) 2,179,529 
      賃  借  料(事業) 919,248 
      保  険  料(事業) 197,400 
      租税  公課(事業) 800 
      研  修  費（事業） 35,420 
      支払手数料(事業) 404,352 
      支払助成金（事業） 611,800 
      助成金返還（事業） 512,893 
      雑      費(事業) 1,246,148 
        その他経費計 11,625,756 
          事業費  計 23,907,344 
  【管理費】
    （人件費）
      福利厚生費 115,000 
        人件費計 115,000 
    （その他経費）
      旅費交通費 17,000 
      通信運搬費 9,704 
      諸  会  費 7,000 
      租税  公課 20,000 
      支払手数料 37,560 
      雑      費 5,179 
        その他経費計 96,443 
          管理費  計 211,443 
            経常費用  計 24,118,787 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会
              当期経常増減額 2,484,508 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 2,484,508 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 2,484,508 
          前期繰越正味財産額 2,124,907 

          次期繰越正味財産額 4,609,415 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 191,928 
      普通  預金 4,475,498 
        現金・預金 計 4,667,426 
    （その他流動資産）
      未収  収益 1,859,930 
        その他流動資産  計 1,859,930 
          流動資産合計 6,527,356 

            資産合計 6,527,356 

  【流動負債】
    未  払  費　用 1,789,422 
    預  り  金 128,519 
      流動負債合計 1,917,941 
        負債合計 1,917,941 

  前期繰越正味財産 2,124,907 
  当期正味財産増減額 2,484,508 
    正味財産合計 4,609,415 

      負債及び正味財産合計 6,527,356 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所



1.【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　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
　
(2).固定資産の減価償却の方法

　 有形固定資産：定率法。ただし建物、建物附属設備、構築物については定額法。
　 無形固定資産：定額法。

(3).引当金の計上基準
貸倒引当金：貸倒に備えて必要がある場合は法人税法に定める計上基準により引当します。

(4).施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5).ボランティアによる役務の提供

(6).消費税等の会計処理

2.【会計方針の変更】
なし

3.【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 本部 指定管理 デマンド交通 合計
（人件費）
  給料  手当(事業) 10,352,700 410,400 10,763,100 
  法定福利費(事業) 1,428,188 1,428,188 
  福利厚生費(事業) 90,300 90,300 
    人件費計 0 11,871,188 410,400 12,281,588 
（その他経費）
  仕  入  高 499,570 499,570 
  業務委託費 2,603,195 2,603,195 
  諸  謝  金 56,000 56,000 
  燃　料　費(事業) 1,351,117 1,351,117 
  通信運搬費(事業) 4,170 289,974 294,144 
  消耗品  費(事業) 441,448 26,720 468,168 
  修  繕  費(事業) 245,972 245,972 
  水道光熱費(事業) 2,179,529 2,179,529 
  賃  借  料(事業) 30,000 889,248 919,248 
  保  険  料(事業) 1,000 196,400 197,400 
  租税  公課(事業) 800 800 
  研  修  費（事業） 35,420 35,420 
  支払手数料(事業) 386,024 18,328 404,352 
  支払助成金（事業） 611,800 611,800 
  助成金返還（事業） 512,893 512,893 
  雑      費(事業) 536,879 681,405 27,864 1,246,148 
    その他経費計 1,163,039 9,264,312 1,198,405 11,625,756 

      合計 1,163,039 21,135,500 1,608,805 23,907,344 

４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
　 　当期は、同種の物的サービスを受けておりません。
５．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
　 　当期は、該当する役務の提供はありませんでした。
６．使途等が制約された寄付等の内訳
　 　当期は、使途等が制約された寄付等はありません。
７．固定資産の増減内訳
　 　当期は固定資産の取得等はありません。
８．借入金の増減内訳
　 　当期は借入金は発生しておりません。
９．役員及びその近親者との取引の内容

　当期は、役員及びその近親者との取引は、当期はありません。
　

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

退職給付引当金：必要がある場合は退職に備えて当期末に発生していると認められる金額を引当します。

施設の提供物の物的サービスの受け入れがある場合は、活動計算書に計上するとともに
下欄の【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】に算定方法を記載します。

ボランティアによる役務の提供がある場合は、下欄の【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】に注記します

財務諸表の注記
2020年 3月31日 現在特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

賞与引当金：必要がある場合は期間対応により引当します。



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 191,928 
        デマンド交通会計 (30,000)
        本部会計 (111,928)
        法人指定管理会計 (50,000)
      普通  預金 4,475,498 
        北海道銀行本部 (1,766,769)
        ＪＡ道央江別デマンド交通 (561,393)
        北洋銀行江別中央法人指定管理 (2,147,336)
        現金・預金 計 4,667,426 
    （その他流動資産）
      未収  収益 1,859,930 
        法人指定管理会計 (1,859,930)
        その他流動資産  計 1,859,930 
          流動資産合計 6,527,356 
            資産合計 6,527,356 

  【流動負債】
    未  払  費　用 1,789,422 
      デマンド交通会計 (591,393)
      法人指定管理会計 (1,198,029)
    預  り  金 128,519 
      法人指定管理 (128,519)
      流動負債合計 1,917,941 
        負債合計 1,917,941 

        正味財産 4,609,415 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 93,000 
    賛助会員受取会費 4,000 
    受取入会金 340,800 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 514,187 
  【受取助成金等】
    受取補助金 1,268,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 720,003 
    指定管理付随事業収益 1,055,481 
    えみくる指定管理料収益 22,018,000 
    事業収益２ 358,197 
  【その他収益】
    受取  利息 29 
    雑  収  益 231,598 
        経常収益  計 26,603,295 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 10,763,100 
      法定福利費(事業) 1,428,188 
      福利厚生費(事業) 90,300 
        人件費計 12,281,588 
    （その他経費）
        売上　原価 499,570 
      業務委託費 2,603,195 
      諸  謝  金 56,000 
      燃　料　費(事業) 1,351,117 
      通信運搬費(事業) 294,144 
      消耗品  費(事業) 468,168 
      修  繕  費(事業) 245,972 
      水道光熱費(事業) 2,179,529 
      賃  借  料(事業) 919,248 
      保  険  料(事業) 197,400 
      租税  公課(事業) 800 
      研  修  費（事業） 35,420 
      支払手数料(事業) 404,352 
      支払助成金（事業） 611,800 
      助成金返還（事業） 512,893 
      雑      費(事業) 1,246,148 
        その他経費計 11,625,756 
          事業費  計 23,907,344 
  【管理費】
    （人件費）
      福利厚生費 115,000 
        人件費計 115,000 
    （その他経費）
      旅費交通費 17,000 
      通信運搬費 9,704 
      諸  会  費 7,000 
      租税  公課 20,000 
      支払手数料 37,560 
      雑      費 5,179 
        その他経費計 96,443 
          管理費  計 211,443 

特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会
自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所
特定非営利活動法人えべつ江北まちづくり会

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

            経常費用  計 24,118,787 
              当期経常増減額 2,484,508 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 2,484,508 
      当期正味財産増減額 2,484,508 
      前期繰越正味財産額 2,124,907 
      次期繰越正味財産額 4,609,415 
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