
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

第  3期

自 2018年 9月 1日

至 2019年 8月31日



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 37,777 
      普通  預金 5,007,663 
　　　特定　資産
     　　　 差止請求行使団体助成事業用預金 1,000,000 
    　　 　 被害相談業務行使団体助成事業用預金 216,174 
        現金・預金 計 6,261,614 
    （その他流動資産）
      未収  収益 30,000 
        その他流動資産  計 30,000 
          流動資産合計 6,291,614 

            資産合計 6,291,614 

  【流動負債】
    前  受  金 20,000 
      流動負債合計 20,000 
        負債合計 20,000 

  前期繰越正味財産 3,883,589 
  当期正味財産増減額 2,388,025 
    正味財産合計 6,271,614 

      負債及び正味財産合計 6,291,614 

《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）

2019年 8月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 37,777 
      普通  預金 6,223,837 
        三菱UFJ（寄付口） (863,261)
        三菱UFJ銀行2 (1,551,758)
    　　　  （差止請求行使団体助成事業用預金） (※1)  1,000,000
  　　　　  （被害相談業務行使団体助成事業用預金） (※2)  16,174
        ゆうちょ (3,808,818)
   　　　   （被害相談業務行使団体助成事業用預金） (※3)  200,000
        現金・預金 計 6,261,614 
    （その他流動資産）
      未収  収益 30,000 
        その他流動資産  計 30,000 
          流動資産合計 6,291,614 
            資産合計 6,291,614 

  【流動負債】
    前  受  金 20,000 
      流動負債合計 20,000 
        負債合計 20,000 

        正味財産 6,271,614 

(※1) (※2) は三菱UFJ銀行2に含みます。
(※3）はゆうちょに含みます。

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2019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 1,256,000 
    賛助会員受取会費 1,650,000 2,906,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 3,596,175 
  【事業収益】
    事業収益１ 4,000 
  【その他収益】
    受取  利息 27 
        経常収益  計 6,506,202 
【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) 4,300 
      印刷費（事業） 3,200 
      研  修  費 0 
      支払助成金 3,483,826 
        その他経費計 3,491,326 
          事業費  計 3,491,326 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      印　刷　費 106,686 
      会  議  費 69,667 
      旅費交通費 64,607 
      研　修　費 1,630 
      事務費 26,152 
      通信運搬費 57,273 
      消耗品  費 46,764 
      ﾈｯﾄ関連費 148,311 
      広告宣伝費 62,574 
      新聞図書費 2,000 
      支払手数料 18,228 
      雑      費 22,959 
        その他経費計 626,851 
          管理費  計 626,851 
            経常費用  計 4,118,177 
              当期経常増減額 2,388,025 
【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 2,388,025 
          当期正味財産増減額 2,388,025 
          前期繰越正味財産額 3,883,589 

          次期繰越正味財産額 6,271,614 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2018年 9月 1日  至 2019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 1,256,000 
    賛助会員受取会費 1,650,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 3,596,175 
  【事業収益】
    事業収益１ 4,000 
  【その他収益】
    受取  利息 27 
        経常収益  計 6,506,202 
【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) 4,300 
      印刷費（事業） 3,200 
      支払助成金 3,483,826 
        その他経費計 3,491,326 
          事業費  計 3,491,326 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      印　刷　費 106,686 
      会  議  費 69,667 
      旅費交通費 64,607 
      研　修　費 1,630 
      事務費 26,152 
      通信運搬費 57,273 
      消耗品  費 46,764 
      ﾈｯﾄ関連費 148,311 
      広告宣伝費 62,574 
      新聞図書費 2,000 
      支払手数料 18,228 
      雑      費 22,959 
        その他経費計 626,851 
          管理費  計 626,851 
            経常費用  計 4,118,177 
              当期経常増減額 2,388,025 
【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 2,388,025 
      当期正味財産増減額 2,388,025 
      前期繰越正味財産額 3,883,589 
      次期繰越正味財産額 6,271,614 

NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金
自 2018年 9月 1日  至 2019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2019年度助成金原資として繰り越します。

[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 2,452,637 3,596,175 3,483,826 2,564,986
（差止請求権行使団体助成） 2,100,000
（裁判手続特例法行使団体助成） 1,100,000
（消費者相談業務等実施団体助成） 283,826
（ＡＤＲ行使団体助成） 0

合計 2,452,637 3,596,175 3,483,826 2,564,986

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
助成事業
（差止請求権行使団体助成） 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000
（裁判手続特例法行使団体助成） 0 0 0 0
（消費者相談業務等実施団体助成） 500,000 0 283,826 216,174
（ＡＤＲ行使団体助成） 0 0

合計 2,000,000 1,000,000 1,783,826 1,216,174

　　　差止請求権行使団体助成事業用預金1,000,000円
　　　相談業務等実施団体助成事業用預金216,174円

【固定資産の増減内訳】

【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】

【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】

【特定資産について】

財務諸表の注記
NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金 2019年 8月31日 現在

備考
翌期以降に支出予定の助成金原資

※期末寄付金残高（2,564,986円）には、2017年度に計上した特定資産のうち未執行分216,174円と、2018年度
計上分1,000,000円を含んでおります。

2017年度に特定資産200万円を計上しておりました。2018年度は、新たに100万円を計上しました

役員及びその近親者との取引はございません。

特記すべき事項はございません

記載すべき固定資産は保有しておりません。

※特定資産に計上されている資産は普通預金です。

備考



(1/2) [税込]（単位：円）

科目
差止請求権
行使団体助

成事業

裁判手続特
例法行使団
体助成事業

消費者相談
業務助成事

業

ADR行使団体
助成事業

情報提供・
消費者教

育・啓発事
業

（人件費）
    人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  会  議  費(事業) 4,300 
  印刷費（事業） 3,200 
  支払助成金 2,100,000 1,100,000 283,826 
    その他経費計 2,100,000 1,100,000 283,826 0 7,500 

      合計 2,100,000 1,100,000 283,826 0 7,500 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 合計
（人件費）
    人件費計 0 
（その他経費）
  会  議  費(事業) 4,300 
  印刷費（事業） 3,200 
  支払助成金 3,483,826 
    その他経費計 3,491,326 

      合計 3,491,326 

事業費の内訳（別紙）
2019年 8月31日 現在NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金


