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決　算　報　告　書



NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金 自 2020年 9月 1日　至 2021年 8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        1,141,000 

賛助会員受取会費        1,920,000        3,061,000 

【受取寄付金】

受取寄付金          462,280 

【その他収益】

受取  利息               18 

諸　謝　金            1,000            1,018 

経常収益  計        3,524,298 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

支払助成金        1,100,000 

その他経費計        1,100,000 

事業費  計        1,100,000 

【管理費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

印　刷　費          165,780 

会  議  費            4,750 

旅費交通費           45,024 

事務費          243,346 

通信運搬費           52,980 

通信非課費            7,000 

ﾈｯﾄ関連費          150,020 

新聞図書費              460 

慶　弔　費           21,250 

支払手数料           33,861 

雑　損　失           55,000 

その他経費計          779,471 

管理費  計          779,471 

経常費用  計        1,879,471 

当期経常増減額        1,644,827 

【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        1,644,827 

当期正味財産増減額        1,644,827 

前期繰越正味財産額        6,357,973 

次期繰越正味財産額        8,002,800 



全事業所 2021年 8月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現      金           20,138 

普通  預金        7,981,662 

現金・預金 計        8,001,800 

（棚卸資産）

貯  蔵  品            1,000 

棚卸資産  計            1,000 

流動資産合計        8,002,800 

資産合計        8,002,800 

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計                0 

負債合計                0 

《正味財産の部》

前期繰越正味財産        6,357,973 

当期正味財産増減額        1,644,827 

正味財産合計        8,002,800 

負債及び正味財産合計        8,002,800 



全事業所 2021年 8月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現      金           20,138 

普通  預金        7,981,662 

三菱UFJ（寄付口）         (316,744)

三菱UFJ銀行2       (1,909,455)

ゆうちょ       (5,755,463)

現金・預金 計        8,001,800 

（棚卸資産）

貯  蔵  品            1,000 

棚卸資産  計            1,000 

流動資産合計        8,002,800 

資産合計        8,002,800 

《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計                0 

負債合計                0 

 

正味財産        8,002,800 



全事業所 自 2020年 9月 1日　至 2021年 8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）NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費        1,141,000 

賛助会員受取会費        1,920,000 

【受取寄付金】

受取寄付金          462,280 

【その他収益】

受取  利息               18 

諸　謝　金            1,000 

経常収益  計        3,524,298 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

支払助成金        1,100,000 

その他経費計        1,100,000 

事業費  計        1,100,000 

【管理費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

印　刷　費          165,780 

会  議  費            4,750 

旅費交通費           45,024 

事務費          243,346 

通信運搬費           52,980 

通信非課費            7,000 

ﾈｯﾄ関連費          150,020 

新聞図書費              460 

慶　弔　費           21,250 

支払手数料           33,861 

雑　損　失           55,000 

その他経費計          779,471 

管理費  計          779,471 

経常費用  計        1,879,471 

当期経常増減額        1,644,827 

【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        1,644,827 

当期正味財産増減額        1,644,827 

前期繰越正味財産額        6,357,973 

次期繰越正味財産額        8,002,800 



【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。
今期は助成額が寄付額を超過したため、会費収入から不足額を補てんいたしました。

[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 449,596 462,280 911,876 0
（差止請求権行使団体助成） 400,000
（裁判手続特例法行使団体助成） 300,000
（消費者相談業務等実施団体助成） 211,876
（ＡＤＲ行使団体助成） 0

合計 449,596 462,280 911,876 0

【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】

記載すべき固定資産は保有しておりません。

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

財務諸表の注記
2021年 8月31日 現在NPO法人消費者ｽﾏｲﾙ基金

備考


