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決　算　報　告　書



特定非営利活動法人ストップいじめナビ 自 2020年 4月 1日　至 2021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           96,000 

【受取寄付金】

受取寄付金          361,825 

【受取助成金等】

受取助成金           50,000 

【事業収益】

自主事業収益        1,420,400 

【その他収益】

受取  利息               20 

雑  収  益        2,106,296        2,106,316 

経常収益  計        4,034,541 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料  手当(事業)          300,000 

人件費計          300,000 

（その他経費）

業務委託費          130,000 

諸  謝  金          804,685 

旅費交通費(事業)           22,354 

通信運搬費(事業)            5,192 

消耗品  費(事業)           20,616 

租税  公課(事業)            2,900 

支払手数料(事業)            5,170 

その他経費計          990,917 

事業費  計        1,290,917 

【管理費】

（人件費）

給料  手当          300,000 

人件費計          300,000 

（その他経費）

通信運搬費            1,158 

消耗品  費           44,000 

地代  家賃          450,000 

新聞図書費            2,808 

租税  公課              500 

支払手数料              440 

その他経費計          498,906 

管理費  計          798,906 

経常費用  計        2,089,823 

当期経常増減額        1,944,718 

【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 2020年 4月 1日　至 2021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        1,944,718 

当期正味財産増減額        1,944,718 

前期繰越正味財産額        2,839,071 

次期繰越正味財産額        4,783,789 



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2021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          227,551 

現      金           23,175 預  り  金           16,766 

当座  預金          795,816 流動負債合計          244,317 

普通  預金        4,209,115 負債合計          244,317 

現金・預金 計        5,028,106 正　味　財　産　の　部

流動資産合計        5,028,106 前期繰越正味財産        2,839,071 

 当期正味財産増減額        1,944,718 

 正味財産合計        4,783,789 

資産合計        5,028,106 負債及び正味財産合計        5,028,106 



【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).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。

【事業別損益の状況】
[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 合計
（人件費）
  給料  手当(事業) 99,900 100,200 99,900 300,000 
    人件費計 99,900 100,200 99,900 300,000 
（その他経費）
  業務委託費 20,000 110,000 130,000 
  諸  謝  金 804,685 804,685 
  旅費交通費(事業) 22,354 22,354 
  通信運搬費(事業) 5,192 5,192 
  消耗品  費(事業) 20,616 20,616 
  租税  公課(事業) 966 966 968 2,900 
  支払手数料(事業) 5,170 5,170 
    その他経費計 966 830,821 159,130 990,917 

      合計 100,866 931,021 259,030 1,290,917 

計算書類の注記
2021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



全事業所 2021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           23,175 

当座  預金          795,816 

普通  預金        4,209,115 

現金・預金 計        5,028,106 

流動資産合計        5,028,106 

資産合計        5,028,106 

《負債の部》

【流動負債】

未  払  金          227,551 

預  り  金           16,766 

流動負債合計          244,317 

負債合計          244,317 

 

正味財産        4,783,789 




