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【経常収益】
  【受取会費】
    社員会員受取会費 562,500 
    一般会員受取会費 7,136,644 7,699,144 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 19,033,348 
  【受取助成金等】
    受取助成金 409,972 
  【事業収益】
    理解参加促進事 824,700 
    普及啓発事業 1,367,290 2,191,990 
  【その他収益】
    受取　利息 724 
    雑　収　益 14,004 14,728 
        経常収益  計 29,349,182 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 1,140,400 
      アルバイト給料(事業) 632,408 
      退職給付費用(事業) 104,000 
      通　勤　費(事業) 105,560 
      法定福利費(事業) 308,266 
        人件費計 2,290,634 
    （その他経費）
      売上　原価 118,109 
      資金協力（BDP送金） 16,772,350 
      研修費　（BDP招聘） 483,002 
      バザー経費 185,680 
      印刷製本費(事業) 426,093 
      会　議　費(事業) 409,246 
      スタディツアー費 446,518 
      旅費交通費(事業) 193,030 
      通信運搬費(事業) 1,037,262 
      消耗品　費(事業) 195,564 
      事務所家賃(事業) 1,101,276 
      諸会費(事業) 63,900 
      支払手数料(事業) 167,029 
      為替　差損 21,817 
        その他経費計 21,620,876 
          事業費  計 23,911,510 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 1,040,400 
      退職給付費用 104,000 
      通　勤　費 105,560 
      福利厚生費 10,538 
        人件費計 1,260,498 
    （その他経費）
      会　議　費 29,187 
      旅費交通費 1,646 
      消耗品　費 909 
      事務所家賃 360,000 
      諸　会　費 33,750 
      慶　弔　費 3,790 
      リース　料 683,812 
      租税　公課 11,970 
      支払手数料 702 
      支払報酬料 200,000 
      管理　諸費 5,568 
      雑　　　費 29,938 
        その他経費計 1,361,272 
          管理費  計 2,621,770 
            経常費用  計 26,533,280 
              当期経常増減額 2,815,902 
【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 2,815,902 
          当期正味財産増減額 2,815,902 
          前期繰越正味財産額 15,956,237 
          次期繰越正味財産額 18,772,139 
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[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 54,036 
   普通預金　本会計 6,558,259   前　受　金 968,500 
   普通預金　物品 418,357   預　り　金 50,300 
   現金　通常 9,397    社会保険 (41,720)
   現金　バザー 152,487    所得税 (8,580)
    現金　円 (35,388)    流動負債  計 1,072,836 
    現金　ドル (116,842)  【固定負債】
    現金　タカ (257)   退職給付引当金 6,992,000 
   現金　ST 47,661    固定負債  計 6,992,000 
    現金　ドル (42,807) 負債合計 8,064,836 
    現金　タカ (4,854)
   〒振替　通常 370,950  【正味財産】
   普通　預金　ST 476,314   前期繰越正味財産額 15,956,237 
  普通　預金　隅谷/和田基金 10,129,799   当期正味財産増減額 2,815,902 
   普通　預金　校舎積立1 1,221,523    正味財産　計 18,772,139 
   定期　預金　退職積立 6,992,000 正味財産合計 18,772,139 
    現金・預金 計 26,376,747 
  （棚卸資産）
   棚卸　資産 460,228 
    棚卸資産  計 460,228 
     流動資産合計 460,228 

資産合計 26,836,975 負債及び正味財産合計 26,836,975 

【貸借対照表の注記】
※為替レート計算（OANDA.com）2018.3.31現在
1US$=106.22JPY
1BDT=1.27JPY

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
2018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。

財務諸表の注記
2018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



  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



  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通預金　本会計 6,558,259 
      普通預金　物品 418,357 
      現金　通常 9,397 
      現金　バザー 152,487 
      現金　ST 47,661 
      〒振替　通常 370,950 
      普通　預金　ST 476,314 
      普通　預金　隅谷/和田基金 10,129,799 
      普通　預金　校舎積立1 1,221,523 
      定期　預金　退職積立 6,992,000 
        現金・預金 計 26,376,747 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 460,228 
        棚卸資産  計 460,228 
          流動資産合計 26,836,975 
            資産の部  合計 26,836,975 

  【流動負債】
    未　払　金 54,036 
    前　受　金 968,500 
    預　り　金 50,300 
      流動負債  計 1,072,836 
  【固定負債】
    退職給付引当金 6,992,000 
      固定負債  計 6,992,000 
        負債の部  合計 8,064,836 

        正味財産 18,772,139 

《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）

2018年 3月31日 現在


