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特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金

第 31期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    社員会員受取会費 577,500 
    一般会員受取会費 5,932,500 6,510,000 
  【受取寄附金】
    受取寄附金 15,937,080 
    マスク献金 82,507 
    ファンドレイジング 2,901,903 
    資産受贈益 82,204 
    丹羽先生メモリアル 338,000 
    30周年記念募金 1,031,815 
    校舎建設改修寄附 1,200,000 21,573,509 
  【受取助成金等】
    受取助成金 7,021,400 
  【事業収益】
    理解参加促進事 264,800 
    普及啓発事業 748,190 1,012,990 
  【その他収益】
    受取　利息 152 
    為替　差益 2,190 
    雑　収　益 169,600 171,942 
        経常収益  計 36,289,841 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 2,940,000 
      アルバイト給料(事業) 620,190 
      退職給付費用(事業) 252,000 
      通　勤　費(事業) 37,653 
      法定福利費(事業) 971,257 
        人件費計 4,821,100 
    （その他経費）
      売上　原価 140,164 
      資金協力（BDP送金） 13,897,680 
      BDP指定寄附送金 7,966,840 
      研修費 179,000 
      バザー経費 47,371 
      業務委託費 3,586,340 
      諸　謝　金 11,136 
      印刷製本費(事業) 696,444 
      会　議　費(事業) 27,720 
      スタディツアー費 218,081 
      旅費交通費(事業) 11,100 
      通信運搬費(事業) 516,869 
      消耗品　費(事業) 349,208 
      事務所家賃(事業) 1,248,566 
      賃  借  料(事業) 6,000 
      諸会費(事業) 58,000 
      支払手数料(事業) 403,780 
      減価償却費(事業) 102,080 
        その他経費計 29,466,379 
          事業費  計 34,287,479 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 2,940,000 
      退職給付費用 252,000 
      通　勤　費 37,653 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）
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活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金
      福利厚生費 3,600 
        人件費計 3,233,253 
    （その他経費）
      旅費交通費 4,060 
      消耗品　費 13,222 
      事務所家賃 360,000 
      諸　会　費 67,875 
      リース　料 658,368 
      租税　公課 10,150 
      支払手数料 2,750 
      管理　諸費 5,568 
      雑　　　費 2,200 
        その他経費計 1,124,193 
          管理費  計 4,357,446 
            経常費用  計 38,644,925 
              当期経常増減額 △ 2,355,084 
【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 △ 2,355,084 
          当期正味財産増減額 △ 2,355,084 
          前期繰越正味財産額 19,134,592 

          次期繰越正味財産額 16,779,508 



[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）   前　受　金 502,000 
   普通預金　本会計 3,463,425   預　り　金 78,133 
   普通預金　物品 649,524    社会保険 (62,808)
   現金　通常 58,937    所得税 (15,325)
    現金　円 (40,361)    流動負債  計 580,133 
    現金　ドル (16,528)  【固定負債】
    現金　タカ (2,048)   退職給付引当金 768,000 
   現金　バザー 83,661    固定負債  計 768,000 
    現金　円 (5,300) 負債合計 1,348,133 
    現金　ドル (77,133)
    現金　タカ (1,228)  【正味財産】
   現金　ST 2,405   前期繰越正味財産額 19,134,592 
    現金　タカ (2,405)   当期正味財産増減額 △ 2,355,084 
   〒振替　通常 12,145    正味財産　計 16,779,508 
   普通　預金　ST 426,606 正味財産合計 16,779,508 
  普通　預金　隅谷/和田基金 12,130,132 
   普通　預金　校舎積立1 212,890 
   定期　預金　退職積立 636,000 
    現金・預金 計 17,675,725 
  （売上債権）
   未　収　金 116,897 
    売上債権 計 116,897 
  （棚卸資産）
   棚卸　資産 249,952 
    棚卸資産  計 249,952 
     流動資産合計 18,042,574 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   什器　備品 85,067 
    有形固定資産  計 85,067 
     固定資産合計 85,067 

資産合計 18,127,641 負債及び正味財産合計 18,127,641 

【貸借対照表の注記】
※為替レート計算（OANDA.com）2021.3.31現在
1US$=110.19JPY
1BDT=1.28JPY

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部
2021年 3月31日 現在
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【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).棚卸資産の評価基準及び評価方法
　総平均法による原価法

(2).引当金の計上基準
　　退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末
に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に
基づいています。

(3).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。

【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、給料手当、退職給付費用、通勤費等
については従事割合に基づき按分（50%,50%）しています。

●活動計算書には売上原価合計額のみが出ますが、これは期首棚卸高+仕入高-期末棚卸高=売上原価
となっています。

期首棚卸高 312,150
仕入高 77,966
期末棚卸高 249,952

売上原価 140,164

●使途が限定される助成金の当該年度の支出状況及び次年度の支出予定
助成金名 入金額 2020年度支出 2021年度支出
アジア生協協力基金 1,000,000 1,000,000 0
日本国際協力財団 1,986,000 1,713,000 273,000
庭野平和財団 1,000,000 1,000,000 0
愛恵福祉支援財団 500,000 500,000 0
Panasonic NGOｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ 2,000,000 100,000 1,900,000
外務省NGOｽﾀﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 135,400 135,400 0
ウェスレー財団 400,000 400,000 0

7,021,400 4,848,400 2,173,000

財務諸表の注記
2021年 3月31日 現在特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金



  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通預金　本会計 3,463,425 
      普通預金　物品 649,524 
      現金　通常 58,937 
        現金　円 (40,361)
        現金　ドル (16,528)
        現金　タカ (2,048)
      現金　バザー 83,661 
        現金　円 (5,300)
        現金　ドル (77,133)
        現金　タカ (1,228)
      現金　ST 2,405 
        現金　タカ (2,405)
      〒振替　通常 12,145 
      普通　預金　ST 426,606 
      普通　預金　隅谷/和田基金 12,130,132 
      普通　預金　校舎積立1 212,890 
      定期　預金　退職積立 636,000 
        現金・預金 計 17,675,725 
    （売上債権）
      未　収　金 116,897 
        売上債権 計 116,897 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 249,952 
        棚卸資産  計 249,952 
          流動資産合計 18,042,574 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器　備品 85,067 
        有形固定資産  計 85,067 
          固定資産合計 85,067 
            資産の部  合計 18,127,641 

  【流動負債】
    前　受　金 502,000 
    預　り　金 78,133 
      社会保険 (62,808)
      所得税 (15,325)
      流動負債  計 580,133 
  【固定負債】
    退職給付引当金 768,000 
      固定負債  計 768,000 
        負債の部  合計 1,348,133 

        正味財産 16,779,508 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在


