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科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2014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       12,781,715 

   現      金          270,370   短期借入金        1,705,000 

   普通  預金        1,059,182   預  り  金           31,331 

    ジャパンネット銀行         (760,314)   未払法人税等           89,300 

    郵便貯金         (121,535)    流動負債  計       14,607,346 

    富士宮信用金庫          (96,423) 負債の部合計       14,607,346 

    郵便振替          (80,910) 正　味　財　産　の　部

   定期  預金        1,000,000  【正味財産】

    郵便貯金       (1,000,000)   正味  財産        3,285,621 

    現金・預金 計        2,329,552   (うち当期正味財産増加額)        1,460,792 

  （売上債権）    正味財産  計        3,285,621 

   売  掛  金          195,000 正味財産の部合計        3,285,621 

   未  収  金          441,059  

    売上債権 計          636,059  

  （その他流動資産）  

   立  替  金           13,946  

   短期貸付金        1,705,000  

    その他流動資産  計        1,718,946  

     流動資産合計        4,684,557  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   建物附属設備       12,782,444  

   什器  備品          425,966  

    有形固定資産  計       13,208,410  

     固定資産合計       13,208,410  

資産の部合計       17,892,967 負債・正味財産の部合計       17,892,967 



全事業所 2014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          270,370 

      普通  預金        1,059,182 

        ジャパンネット銀行         (760,314)

        郵便貯金         (121,535)

        富士宮信用金庫          (96,423)

        郵便振替          (80,910)

      定期  預金        1,000,000 

        郵便貯金       (1,000,000)

        現金・預金 計        2,329,552 

    （売上債権）

      売  掛  金          195,000 

      未  収  金          441,059 

        売上債権 計          636,059 

    （その他流動資産）

      立  替  金           13,946 

      短期貸付金        1,705,000 

        その他流動資産  計        1,718,946 

          流動資産合計        4,684,557 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備       12,782,444 

      什器  備品          425,966 

        有形固定資産  計       13,208,410 

          固定資産合計       13,208,410 

            資産の部  合計       17,892,967 

《負債の部》

  【流動負債】

    買  掛  金       12,781,715 

    短期借入金        1,705,000 

    預  り  金           31,331 

    未払法人税等           89,300 

      流動負債  計       14,607,346 

        負債の部  合計       14,607,346 

 

        正味財産        3,285,621 



全事業所 自 2013年 4月 1日　至 2014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        4,807,820 

        心身のケア事業             (610)

        有機農業の普及事業           (7,200)

        循環型社会（古紙）         (408,100)

        循環型社会（EDE）       (2,612,000)

        地域社会に繋がり事業       (1,779,910)

      正会員会費収入           92,000 

      賛助会員会費収入            2,000 

      補助金収入          119,010 

      寄付金収入        2,138,148 

      受取利息収入              311 

        経常収入  計        7,159,289 

    【事業費】

      事業  支出        1,771,706 

        心身のケア          (19,797)

        有機農業普及事業          (70,970)

        食の安全事業           (3,263)

        国際協力事業         (301,326)

        循環型社会（古紙）         (207,000)

        循環型社会（EDE）       (1,036,804)

        地域社会に繋がり事業         (132,546)

      報酬  手当(事業)          133,332 

        循環型社会（EDE）         (133,332)

      外  注  費        2,409,000 

        循環型社会（古紙）         (300,000)

        循環型社会（EDE）         (900,000)

        地域社会に繋がり事業       (1,209,000)

        当期事業費 計        4,314,038 

          合  計        4,314,038 

            事業費  計        4,314,038 

    【管理費】

      パソコン関連費          337,508 

      通  信  費           97,380 

      荷造  運賃           15,880 

      旅費交通費            6,496 

      事務用消耗品費          237,467 

      租税  公課            4,000 

      支払手数料            3,554 

      管理  諸費          321,122 

      雑      費              300 

        管理費  計        1,023,707 

          経常収支差額        1,821,544 

  ［その他資金収支の部］



全事業所 自 2013年 4月 1日　至 2014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        1,821,544 

        前期繰越収支差額        1,459,397 

        次期繰越収支差額        3,280,941 

《正味財産増減の部》

  【正味財産増加の部】

    当期収支差額        1,821,544 

      正味財産増加の部  計        1,821,544 

  【正味財産減少の部】

    正味財産減少の部  計                0 

      法人税及び住民税           89,300 

        当期正味財産増加額        1,732,244 

        前期繰越正味財産額        1,824,829 

        当期正味財産合計        3,557,073 



全事業所 自 2013年 4月 1日　至 2014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        4,807,820 

        心身のケア事業             (610)

        有機農業の普及事業           (7,200)

        循環型社会（古紙）         (408,100)

        循環型社会（EDE）       (2,612,000)

        地域社会に繋がり事業       (1,779,910)

      正会員会費収入           92,000 

      賛助会員会費収入            2,000 

      補助金収入          119,010 

      寄付金収入        2,138,148 

      受取利息収入              311 

        経常収入  計        7,159,289 

    【事業費】

      事業  支出        1,771,706 

        心身のケア          (19,797)

        有機農業普及事業          (70,970)

        食の安全事業           (3,263)

        国際協力事業         (301,326)

        循環型社会（古紙）         (207,000)

        循環型社会（EDE）       (1,036,804)

        地域社会に繋がり事業         (132,546)

      報酬  手当(事業)          133,332 

        循環型社会（EDE）         (133,332)

      外  注  費        2,409,000 

        循環型社会（古紙）         (300,000)

        循環型社会（EDE）         (900,000)

        地域社会に繋がり事業       (1,209,000)

        当期事業費 計        4,314,038 

          合  計        4,314,038 

            事業費  計        4,314,038 

    【管理費】

      パソコン関連費          337,508 

      通  信  費           97,380 

      荷造  運賃           15,880 

      旅費交通費            6,496 

      事務用消耗品費          237,467 

      租税  公課            4,000 

      支払手数料            3,554 

      管理  諸費          321,122 

      減価償却費          271,452 

      雑      費              300 

        管理費  計        1,295,159 

          経常収支差額        1,550,092 



全事業所 自 2013年 4月 1日　至 2014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

 

            法人税及び住民税           89,300 

              当期正味財産増加額        1,460,792 

              前期繰越正味財産額        1,824,829 

              当期正味財産合計        3,285,621 


