
第 13 期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

静岡県富士宮市猫沢238-1

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2013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）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   買  掛  金        3,832,868 

   現      金          108,972   短期借入金          600,000 

   普通  預金        2,535,798   預  り  金           17,999 

    三井住友銀行（吉越勲         (197,800)   未払法人税等           71,000 

    ジャパンネット銀行         (925,673)    流動負債  計        4,521,867 

    郵便貯金         (191,444) 負債の部合計        4,521,867 

    富士宮信用金庫       (1,115,881) 正　味　財　産　の　部

    郵便振替         (105,000)  【正味財産】

   定期  預金        1,000,000   正味  財産        1,824,829 

    郵便貯金       (1,000,000)   (うち当期正味財産増加額)        △302,567 

     現金・預金 計        3,644,770    正味財産  計        1,824,829 

  （売上債権） 正味財産の部合計        1,824,829 

   売  掛  金        1,858,350  

    売上債権 計        1,858,350  

  （その他流動資産）  

   立  替  金            2,154  

   短期貸付金          600,000  

    その他流動資産  計          602,154  

     流動資産合計        6,105,274  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   什器  備品          241,422  

    有形固定資産  計          241,422  

     固定資産合計          241,422  

資産の部合計        6,346,696 負債・正味財産の部合計        6,346,696 



全事業所 2013年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          108,972 

      普通  預金        2,535,798 

        三井住友銀行（吉越勲         (197,800)

        ジャパンネット銀行         (925,673)

        郵便貯金         (191,444)

        富士宮信用金庫       (1,115,881)

        郵便振替         (105,000)

      定期  預金        1,000,000 

        郵便貯金       (1,000,000)

          現金・預金 計        3,644,770 

    （売上債権）

      売  掛  金        1,858,350 

        売上債権 計        1,858,350 

    （その他流動資産）

      立  替  金            2,154 

      短期貸付金          600,000 

        その他流動資産  計          602,154 

          流動資産合計        6,105,274 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器  備品          241,422 

        有形固定資産  計          241,422 

          固定資産合計          241,422 

            資産の部  合計        6,346,696 

《負債の部》

  【流動負債】

    買  掛  金        3,832,868 

    短期借入金          600,000 

    預  り  金           17,999 

    未払法人税等           71,000 

      流動負債  計        4,521,867 

        負債の部  合計        4,521,867 

 

        正味財産        1,824,829 



全事業所 自 2012年 4月 1日　至 2013年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      事業  収入        8,183,117 

        心身のケア事業         (118,000)

        有機農業の普及事業          (25,300)

        循環型社会（古紙）         (385,650)

        循環型社会（EDE）       (3,124,600)

        地域社会に繋がり事業       (4,529,567)

      正会員会費収入           64,000 

      賛助会員会費収入            5,000 

      補助金収入          123,810 

      寄付金収入          737,586 

      受取利息収入            5,830 

        経常収入  計        9,119,343 

    【事業費】

      事業  支出        3,331,471 

        障害者就労支援           (5,170)

        心身のケア         (146,878)

        青少年育成事業           (1,640)

        有機農業普及事業          (63,666)

        国際協力事業          (90,884)

        循環型社会（古紙）         (207,000)

        循環型社会（EDE）       (1,826,576)

        地域社会に繋がり事業         (989,657)

      報酬  手当(事業)          152,221 

        循環型社会（EDE）         (152,221)

      外  注  費        4,886,301 

        循環型社会（古紙）         (300,000)

        循環型社会（EDE）         (930,000)

        地域社会に繋がり事業       (3,656,301)

          当期事業費 計        8,369,993 

            合  計        8,369,993 

              事業費  計        8,369,993 

    【管理費】

      パソコン関連費          461,857 

      通  信  費          118,515 

      旅費交通費            5,350 

      事務用消耗品費          158,128 

      租税  公課           18,600 

      諸  会  費           10,000 

      支払手数料            1,236 

      管理  諸費          103,031 

      法人税・住民税・事業税           71,000 

        管理費  計          947,717 

          経常収支差額        △198,367 



全事業所 自 2012年 4月 1日　至 2013年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

  ［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】

      什器備品購入支出          157,500 

        その他資金支出  計          157,500 

          当期収支差額        △355,867 

          前期繰越収支差額        1,815,264 

          次期繰越収支差額        1,459,397 

《正味財産増減の部》

  【正味財産増加の部】

    什器備品購入額          157,500 

      正味財産増加の部  計          157,500 

  【正味財産減少の部】

    当期収支差額          355,867 

    備品減価償却額          104,200 

      正味財産減少の部  計          460,067 

        当期正味財産増加額        △302,567 

        前期繰越正味財産額        2,127,396 

        当期正味財産合計        1,824,829 



全事業所 自 2012年 4月 1日　至 2013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）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      事業  収入        8,183,117 

        心身のケア事業         (118,000)

        有機農業の普及事業          (25,300)

        循環型社会（古紙）         (385,650)

        循環型社会（EDE）       (3,124,600)

        地域社会に繋がり事業       (4,529,567)

      正会員会費収入           64,000 

      賛助会員会費収入            5,000 

      補助金収入          123,810 

      寄付金収入          737,586 

      受取利息収入            5,830 

        経常収入  計        9,119,343 

    【事業費】

      事業  支出        3,331,471 

        障害者就労支援           (5,170)

        心身のケア         (146,878)

        青少年育成事業           (1,640)

        有機農業普及事業          (63,666)

        国際協力事業          (90,884)

        循環型社会（古紙）         (207,000)

        循環型社会（EDE）       (1,826,576)

        地域社会に繋がり事業         (989,657)

      報酬  手当(事業)          152,221 

        循環型社会（EDE）         (152,221)

      外  注  費        4,886,301 

        循環型社会（古紙）         (300,000)

        循環型社会（EDE）         (930,000)

        地域社会に繋がり事業       (3,656,301)

          当期事業費 計        8,369,993 

            合  計        8,369,993 

              事業費  計        8,369,993 

    【管理費】

      パソコン関連費          461,857 

      通  信  費          118,515 

      旅費交通費            5,350 

      事務用消耗品費          158,128 

      租税  公課           18,600 

      諸  会  費           10,000 

      支払手数料            1,236 

      管理  諸費          103,031 

      減価償却費          104,200 

      法人税・住民税・事業税           71,000 

        管理費  計        1,051,917 



全事業所 自 2012年 4月 1日　至 2013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）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

          経常収支差額        △302,567 

 

            当期正味財産増加額        △302,567 

            前期繰越正味財産額        2,127,396 

            当期正味財産合計        1,824,829 


