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自 2018年 4月 1日
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特定非営利活動法人ストップいじめナビ

東京都新宿区天神町14

神楽坂藤井ビル5階

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2019年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ストップいじめナビ

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未  払  金          679,271 

   現      金          362,669   預  り  金            6,481 

   当座  預金          378,718    流動負債合計          685,752 

   普通  預金        1,583,124 負債合計          685,752 

    現金・預金 計        2,324,511 正　味　財　産　の　部

     流動資産合計        2,324,511  前期繰越正味財産        1,292,559 

  当期正味財産増減額          346,200 

 正味財産合計        1,638,759 

資産合計        2,324,511 負債及び正味財産合計        2,324,511 



全事業所 2019年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ストップいじめナビ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          362,669 

      当座  預金          378,718 

      普通  預金        1,583,124 

        現金・預金 計        2,324,511 

          流動資産合計        2,324,511 

            資産合計        2,324,511 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          679,271 

    預  り  金            6,481 

      流動負債合計          685,752 

        負債合計          685,752 

 

        正味財産        1,638,759 



特定非営利活動法人ストップいじめナビ 自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           48,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          113,455 

  【受取助成金等】

    受取助成金           50,000 

  【事業収益】

    自主事業収益        2,420,741 

  【その他収益】

    受取  利息               13 

    雑  収  益            7,900            7,913 

        経常収益  計        2,640,109 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          188,788 

        人件費計          188,788 

    （その他経費）

      業務委託費          286,200 

      諸  謝  金        1,086,791 

      印刷製本費(事業)           40,393 

      会  議  費(事業)            2,200 

      旅費交通費(事業)           46,962 

      通信運搬費(事業)            3,445 

      支払手数料(事業)            6,372 

        その他経費計        1,472,363 

          事業費  計        1,661,151 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          275,000 

        人件費計          275,000 

    （その他経費）

      旅費交通費              742 

      通信運搬費           18,614 

      消耗品  費              732 

      地代  家賃          240,000 

      支払手数料            1,910 

      雑      費           95,760 

        その他経費計          357,758 

          管理費  計          632,758 

            経常費用  計        2,293,909 

              当期経常増減額          346,200 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】



特定非営利活動法人ストップいじめナビ 自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額          346,200 

          当期正味財産増減額          346,200 

          前期繰越正味財産額        1,292,559 

          次期繰越正味財産額        1,638,759 



全事業所 自 2018年 4月 1日　至 2019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ストップいじめナビ

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           48,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          113,455 

  【受取助成金等】

    受取助成金           50,000 

  【事業収益】

    自主事業収益        2,420,741 

  【その他収益】

    受取  利息               13 

    雑  収  益            7,900 

        経常収益  計        2,640,109 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          188,788 

        人件費計          188,788 

    （その他経費）

      【売上原価】

        当期仕入高 計                0 

      業務委託費          286,200 

      諸  謝  金        1,086,791 

      印刷製本費(事業)           40,393 

      会  議  費(事業)            2,200 

      旅費交通費(事業)           46,962 

      通信運搬費(事業)            3,445 

      支払手数料(事業)            6,372 

        その他経費計        1,472,363 

          事業費  計        1,661,151 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          275,000 

        人件費計          275,000 

    （その他経費）

      旅費交通費              742 

      通信運搬費           18,614 

      消耗品  費              732 

      地代  家賃          240,000 

      支払手数料            1,910 

      雑      費           95,760 

        その他経費計          357,758 

          管理費  計          632,758 

            経常費用  計        2,293,909 

              当期経常増減額          346,200 

【経常外収益】



全事業所 自 2018年 4月 1日　至 2019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ストップいじめナビ

  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          346,200 

      当期正味財産増減額          346,200 

      前期繰越正味財産額        1,292,559 

      次期繰越正味財産額        1,638,759 



【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　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
今年度は行っておりません。
(2).ボランティアによる役務の提供
今年度は行っておりません。

【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 サイト運営事業 情報提供事業 発信活動事業 助成金部門（MCF) 管理部門（事務局） 合計
（人件費）
  給料  手当(事業) 47,197 47,197 47,197 100,000 47,197 288,788 
    人件費計 47,197 47,197 47,197 100,000 47,197 288,788 
（その他経費）
  業務委託費 286,200 286,200 
  諸  謝  金 1,054,887 31,904 1,086,791 
  印刷製本費(事業) 8,893 31,500 40,393 
  会  議  費(事業) 2,200 2,200 
  旅費交通費(事業) 4,300 18,930 21,820 1,912 46,962 
  通信運搬費(事業) 3,445 3,445 
  支払手数料(事業) 5,724 216 432 6,372 
    その他経費計 4,300 1,079,541 57,385 297,725 33,412 1,472,363 

      合計 51,497 1,126,738 104,582 397,725 80,609 1,761,151 

【使途等が制約された寄付等の内訳】
[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

モバイルコミュニケ―
ションファンド助成金

286,275 0 397,725 0

合計 286,275 0 397,725 0

財務諸表の注記
2019年 3月31日 現在特定非営利活動法人ストップいじめナビ

備考

助成金の総額は684,000円
で、そのうち、2017年度
に286,275円減少し、今年
度残金が使われました。
基本的にサイト運営事業
の一環となります。
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