
東京都千代田区六番町15プラザエフ6F

決　算　報　告　書

NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金
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自 2017年 9月 1日

至 2018年 8月31日



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 7,561 
      普通  預金 1,924,028 
  【特定資産】
      差止請求権行使団体助成事業用預金 1,500,000 
      相談業務等実施団体助成事業用預金 500,000 
        現金・預金 計 3,931,589 
          流動資産合計 3,931,589 
            資産合計 3,931,589 

  【流動負債】
    前  受  金 48,000 
      流動負債合計 48,000 
        負債合計 48,000 

  前期繰越正味財産 2,052,457 
  当期正味財産増減額 1,831,132 
    正味財産合計 3,883,589 
      負債及び正味財産合計 3,931,589 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2018年 8月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 347,000 
    賛助会員受取会費 590,000 937,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 4,048,982 
  【事業収益】
    事業収益 24,000 
（消費者被害や消費者政策に関する情報提供や消費者教育、啓発事業収益） 24,000 
  【その他収益】
    受取  利息 26 
    雑  収  益 130,164 130,190 
        経常収益  計 5,140,172 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      会  議  費(事業) 33,411 
      旅費交通費(事業) 49,200 
      支払手数料(事業) 4,104 
      支払助成金 2,750,000 
      雑      費(事業) 28,404 
        その他経費計 2,865,119 
          事業費  計 2,865,119 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      印　刷　費 52,542 
      旅費交通費 81,910 
      事務費 36,839 
      通信運搬費 44,423 
      ﾈｯﾄ関連費 147,056 
      広告宣伝費 34,011 
      新聞図書費 2,000 
      諸  会  費 10,000 
      支払手数料 34,468 
      雑      費 672 
        その他経費計 443,921 
          管理費  計 443,921 
            経常費用  計 3,309,040 
              当期経常増減額 1,831,132 
【経常外収益】
    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 1,831,132 
          当期正味財産増減額 1,831,132 
          前期繰越正味財産額 2,052,457 
          次期繰越正味財産額 3,883,589 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2017年 9月 1日  至 2018年 8月31日NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 347,000 
    賛助会員受取会費 590,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 4,048,982 
  【事業収益】
　　自主事業収益 24,000 
　　（消費者被害や消費者政策に関する情報提供や消費者教育、啓発事業収益）

  【その他収益】
    受取  利息 26 
    雑  収  益 130,164 
        経常収益  計 5,140,172 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      会  議  費(事業) 33,411 
      旅費交通費(事業) 49,200 
      支払手数料(事業) 4,104 
      支払助成金 2,750,000 
      雑      費(事業) 28,404 
        その他経費計 2,865,119 
          事業費  計 2,865,119 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      印　刷　費 52,542 
      旅費交通費 81,910 
      事務費 36,839 
      通信運搬費 44,423 
      ﾈｯﾄ関連費 147,056 
      広告宣伝費 34,011 
      新聞図書費 2,000 
      諸  会  費 10,000 
      支払手数料 34,468 
      雑      費 672 
        その他経費計 443,921 
          管理費  計 443,921 
            経常費用  計 3,309,040 
              当期経常増減額 1,831,132 
【経常外収益】
  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 1,831,132 
      当期正味財産増減額 1,831,132 
      前期繰越正味財産額 2,052,457 
      次期繰越正味財産額 3,883,589 

NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金
自 2017年 9月 1日  至 2018年 8月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



【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).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は別紙の通りです。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】
事務所及び什器、備品等について、全国消費者団体連絡会様より無償にて貸与いただいております。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】
事務局職員については、全国消費者団体連絡会の職員が兼務で担当しております。

【使途等が制約された寄付等の内訳】
寄付金については、全て事業（助成事業）に使用することとしています。
下記、期末残高については全額を2018年度助成金原資として繰り越します。
期末寄付金残高（2,452,637）のうち、200万円を特定資産として計上
　　　差止請求権行使団体助成事業用預金150万円（第3回助成（2018年12月）支出予定）
　　　相談業務等実施団体助成事業用預金50万円（第3回助成（2018年12月）支出予定）

[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
助成事業 1,153,655 4,048,982 2,750,000 2,452,637
（差止請求権行使団体助成） 2,750,000
（裁判手続特例法行使団体助成） 0
（消費者相談業務等実施団体助成） 0
（ＡＤＲ行使団体助成） 0

合計 1,153,655 4,048,982 2,750,000 2,452,637

【固定資産の増減内訳】
記載すべき固定資産は保有しておりません。

【借入金の増減内訳】
借入金はございません。

【役員及びその近親者との取引の内容】
　役員及びその近親者との取引はございません。

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らか
にするために必要な事項】

特記すべき事項はございません。

財務諸表の注記
NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金 2018年 8月31日 現在

備考



(1/2) [税込]（単位：円）

科目
差止請求権
行使団体助

成

裁判手続特
例法行使団

体助成

消費者相談
業務助成

ADR行使団体
助成

情報提供・
消費者教
育・啓発

（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  会  議  費(事業) 33,411 
  旅費交通費(事業) 49,200 
  支払手数料(事業) 4,104 
  支払助成金 2,750,000 
  雑      費(事業) 28,404 
    その他経費計 2,754,104 0 0 0 111,015 
      合計 2,754,104 0 0 0 111,015 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 法人会計 合計
（人件費）
  人件費計 0 0 
（その他経費）
  会  議  費(事業) 33,411 
  旅費交通費(事業) 49,200 
  支払手数料(事業) 4,104 
  支払助成金 2,750,000 
  雑      費(事業) 28,404 
    その他経費計 0 2,865,119 
      合計 0 2,865,119 

事業費の内訳（別紙）
2018年 8月31日 現在NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金


