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自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

ＮＰＯ法人　パラリンピックキャラバン

千葉県柏市緑ヶ丘8-1-102

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成26年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

[税込] （単位：円）
ＮＰＯ法人　パラリンピックキャラバン

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   短期借入金        2,016,622 

   現      金           47,763   預  り  金           28,779 

   普通  預金          992,188    流動負債  計        2,045,401 

    現金・預金 計        1,039,951 負債の部合計        2,045,401 

  （売上債権） 正　味　財　産　の　部

   未  収  金        1,568,000  【正味財産】

    売上債権 計        1,568,000   正味  財産        1,069,778 

  （棚卸資産）   (うち当期正味財産増加額)      △1,807,117 

   棚卸  資産          507,228    正味財産　計        1,069,778 

    棚卸資産  計          507,228 正味財産の部合計        1,069,778 

     流動資産合計        3,115,179  

資産の部合計        3,115,179 負債・正味財産の部合計        3,115,179 

【貸借対照表の注記】

１．資金の範囲は、現金預金および短期金銭債権債務です。

２．棚卸資産は、売価還元法により計上しています。

３．消費税は、税込経理により処理しています。



全事業所 自 平成25年 4月 1日　至 平成26年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

[税込] （単位：円）
ＮＰＯ法人　パラリンピックキャラバン

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      障がい者支援事業　収入        8,061,940 

      震災復興事業　収入          318,890 

      助成金収入        5,217,000 

      賛助会員会費収入          470,000 

      寄付金収入          276,360 

      受取利息収入              294 

        経常収入  計       14,344,484 

    【事業費】

      期首棚卸高          263,103 

        期首商品・製品棚卸高 計          263,103 

      障がい者支援事業　支出       12,806,758 

      震災復興事業　支出        1,969,990 

        当期事業費 計       14,776,748 

          合  計       15,039,851 

      期末棚卸高        △507,228 

        期末商品・製品棚卸高 計        △507,228 

          事業費  計       14,532,623 

    【管理費】

      給料  手当          300,000 

      アルバイト給料          163,500 

      通  信  費           37,018 

      荷造  運賃           57,777 

      水道光熱費          115,629 

      旅費交通費           26,660 

      接待交際費           16,040 

      会  議  費          109,397 

      消耗品　費            9,656 

      研　修　費            5,980 

      印刷  経費           92,051 

      租税  公課              600 

      リース  料          214,200 

      支払手数料              315 

      管理  諸費          462,000 

      雑      費            8,155 

        管理費  計        1,618,978 

          経常収支差額      △1,807,117 

  ［その他資金収支の部］

    【その他資金収入】

      その他資金収入  計                0 

    【その他資金支出】

      その他資金支出  計                0 

        当期収支差額      △1,807,117 

        前期繰越収支差額        2,876,895 



全事業所 自 平成25年 4月 1日　至 平成26年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

[税込] （単位：円）
ＮＰＯ法人　パラリンピックキャラバン

        次期繰越収支差額        1,069,778 

《正味財産増減の部》

  【正味財産増加の部】

    正味財産増加の部  計                0 

  【正味財産減少の部】

    当期収支差額        1,807,117 

      正味財産減少の部  計        1,807,117 

        当期正味財産増加額      △1,807,117 

        前期繰越正味財産額        2,876,895 

        当期正味財産合計        1,069,778 



Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金 47,763

普通預金

みずほ銀行　柏支店 817,652

みずほ銀行　柏支店 607

ＪＡ銀行　柏支店 186

中央労働金庫　柏支店 143,985

ゆうちょ銀行 29,758

未収金

助成金 1,568,000

棚卸資産

つるし飾り 507,228

流動資産　合計 3,115,179

２　固定資産

固定資産合計 0

資産合計 3,115,1793,115,1793,115,1793,115,179

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

短期借入金

中山薫 2,016,622

預り金

給与源泉 19,590

報酬源泉 9,189

流動負債　合計 2,045,401

２　固定負債

固定負債　合計 0

負債合計 2,045,4012,045,4012,045,4012,045,401

Ⅲ　正味財産の部

前期繰越正味財産 2,876,895

当期正味財産増加額 △ 1,807,117

正味財産　合計 1,069,778

負債及び正味財産合計 3,115,1793,115,1793,115,1793,115,179

特定非営利活動に係る事業財産目録

２０１４年３月３１日現在

特定非営利活動法人　　パラリンピックキャラバン

（単位：円）



その他の事業 自 平成25年 4月 1日　至 平成26年 3月31日

その他の事業会計収支計算書

[税込] （単位：円）
ＮＰＯ法人　パラリンピックキャラバン（他

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      経常収入  計                0 

    【事業費】

      事業費  計                0 

    【管理費】

      管理費  計                0 

        経常収支差額                0 

  ［その他資金収支の部］

    【その他資金収入】

      その他資金収入  計                0 

    【その他資金支出】

      その他資金支出  計                0 

        当期収支差額                0 

        前期繰越収支差額                0 

        次期繰越収支差額                0 

《正味財産増減の部》

  【正味財産増加の部】

    当期収支差額                0 

      正味財産増加の部  計                0 

  【正味財産減少の部】

    正味財産減少の部  計                0 

      当期正味財産増加額                0 

      前期繰越正味財産額                0 

      当期正味財産合計                0 


