
科目
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 80,000 
    賛助会員受取会費 942,000 1,022,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 21,516,045 
  【事業収益】
    非営利事業収益 334,000 
  【その他収益】
    受取  利息 98 
        経常収益  計 22,872,143 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当 2,373,617 
      法定福利費 286,232 
      通  勤  費 32,320 
        人件費計 2,692,169 

    （その他経費）
      業務委託費 1,418,261 
      広告宣伝費 289,000 
      諸  謝  金 80,000 
      療養費給付 8,341,052 
      印刷製本費 55,082 
      会  議  費 13,860 
      旅費交通費 189,268 
      通信運搬費 260,095 
      消耗品  費 52,234 
      新聞図書費 1,760 
      地代  家賃 80,000 
      支払手数料 138,072 
        その他経費計 10,918,684 
          事業費  計 13,610,853 
  【管理費】
    （人件費）
      給料  手当 593,405 
      法定福利費 71,558 
      通  勤  費 8,080 
        人件費計 673,043 
    （その他経費）
      業務委託費 238,000 
      印刷製本費 80,586 
      通信運搬費 437,222 
      消耗品  費 2,163 
      地代  家賃 40,000 
      支払手数料 96,337 
      雑      費 298 
        その他経費計 894,606 
      管理費  計 1,567,649 
        経常費用  計 15,178,502 
          当期経常増減額 7,693,641 
【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 7,693,641 
          当期正味財産増減額 7,693,641 
          前期繰越正味財産額 36,709,329 
          次期繰越正味財産額 44,402,970 

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金

2021年4月1日から2022年3月31日まで

金額

活　動　計　算　書

[税込]（単位：円）



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未  払  金 278,300 
   現      金 35,001   預  り  金 47,777 
   ゆうちょ銀行 31,826,351    流動負債合計 326,077 
   城南信金(1) 10,502,672 負債合計 326,077 
   城南信金(2) 2,272,617 
    現金・預金 計 44,636,641  前期繰越正味財産 36,709,329 
   貯  蔵  品 41,910  当期正味財産増減額 7,693,641 
  （その他流動資産） 正味財産合計 44,402,970 
   前払  費用 50,496 
    その他流動資産  計 50,496 
     流動資産合計 44,729,047 

資産合計 44,729,047 負債及び正味財産合計 44,729,047 

正　味　財　産　の　部

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部



【重要な会計方針】
　計算書類の作成は、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).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【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 特定非営利活動事業 合計
（人件費）
　給料手当 2,373,617 2,373,617
　法定福利費 286,232 286,232
　通勤費 32,320 32,320
  人件費計 2,692,169 2,692,169 
（その他経費）
  業務委託費 1,418,261 1,418,261
  広告宣伝費 289,000 289,000
  諸  謝  金 80,000 80,000
  療養費給付 8,341,052 8,341,052
  印刷製本費 55,082 55,082
  会  議  費 13,860 13,860
  旅費交通費 189,268 189,268
  通信運搬費 260,095 260,095
  消耗品  費 52,234 52,234
  新聞図書費 1,760 1,760
  地代  家賃 80,000 80,000
  支払手数料 138,072 138,072
    その他経費計 10,918,684 10,918,684 

      合計 13,610,853 13,610,853 

【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】
　・事業費と管理費の按分方法
　各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当・通勤費・法定福利費については従事割合、
　地代家賃については、面積割合に基づき按分しています。

2021年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 35,001 
      ゆうちょ銀行 31,826,351 
      城南信金(1) 10,502,672 
      城南信金(2) 2,272,617 
        現金・預金 計 44,636,641 
      貯  蔵  品 41,910 
      前払費用 50,496 
          流動資産合計 44,729,047 
  【固定資産】
          固定資産合計 0 
            資産合計 44,729,047 

  【流動負債】
    未  払  金 278,300 
    預  り  金 47,777 
      所得税 (3,520)
      雇用保険 (5,691)
      健康保険 (9,911)
      厚生年金 (15,555)
      住民税 (13,100)
      流動負債合計 326,077 
  【固定負債】
          固定負債合計 0 
        負債合計 326,077 

        正味財産 44,402,970 

《資産の部》

《負債の部》

財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2022年3月31日現在
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