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自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

岐阜いのちの電話

岐阜市大福町8丁目３３番地

 

決　算　報　告　書



全事業所 平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
 （単位：円）岐阜いのちの電話

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          112,535 

      普通  預金        4,987,242 

      定期  預金        6,579,469 

        現金・預金 計       11,679,246 

          流動資産合計       11,679,246 

  【固定資産】

    （投資その他の資産）

      差入保証金          200,000 

        投資その他の資産  計          200,000 

          固定資産合計          200,000 

            資産合計       11,879,246 

《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       12,598,564 

  当期正味財産増減額        △719,318 

    正味財産合計       11,879,246 

      負債及び正味財産合計       11,879,246 



全事業所 平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
 （単位：円）岐阜いのちの電話

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          112,535 

      普通  預金        4,987,242 

        十六銀行       (4,369,521)

        ゆうちょ         (610,351)

        ゆうちょ大福           (7,370)

      定期  預金        6,579,469 

        現金・預金 計       11,679,246 

          流動資産合計       11,679,246 

  【固定資産】

    （投資その他の資産）

      差入保証金          200,000 

        投資その他の資産  計          200,000 

          固定資産合計          200,000 

            資産合計       11,879,246 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産       11,879,246 



岐阜いのちの電話 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
 （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          567,000 

    賛助会員受取会費          150,000 

    賛助会員受取会費団体           20,000          737,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          607,768 

  【受取助成金等】

    受取助成金          377,883 

    受取委託金        3,042,100        3,419,983 

  【事業収益】

    相談員養成事業          193,500 

  【その他収益】

    受取  利息              700 

    相談員登録料          110,000 

    雑  収  益            6,230          116,930 

        経常収益  計        5,075,181 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          625,978 

      通  勤  費(事業)          245,670 

        人件費計          871,648 

    （その他経費）

      諸  謝  金        1,172,760 

      印刷製本費(事業)          321,118 

      通信運搬費(事業)          324,856 

      賃  借  料(事業)        1,012,129 

      租税  公課(事業)               99 

        その他経費計        2,830,962 

          事業費  計        3,702,610 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費           62,700 

      通信運搬費          252,745 

      消耗品  費          235,192 

      水道光熱費          321,783 

      地代  家賃          448,200 

      諸  会  費           72,000 

      リース  料           45,200 

      支払手数料           19,850 

      雑      費          634,219 

        その他経費計        2,091,889 

          管理費  計        2,091,889 



岐阜いのちの電話 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
 （単位：円）

            経常費用  計        5,794,499 

              当期経常増減額        △719,318 

【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        △719,318 

          当期正味財産増減額        △719,318 

          前期繰越正味財産額       12,598,564 

          次期繰越正味財産額       11,879,246 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
 （単位：円）岐阜いのちの電話

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          567,000 

    賛助会員受取会費          150,000 

    賛助会員受取会費団体           20,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          607,768 

  【受取助成金等】

    受取助成金          377,883 

    受取委託金        3,042,100 

  【事業収益】

    相談員養成事業          193,500 

  【その他収益】

    受取  利息              700 

    相談員登録料          110,000 

    雑  収  益            6,230 

        経常収益  計        5,075,181 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          625,978 

      通  勤  費(事業)          245,670 

        人件費計          871,648 

    （その他経費）

      諸  謝  金        1,172,760 

      印刷製本費(事業)          321,118 

      通信運搬費(事業)          324,856 

      賃  借  料(事業)        1,012,129 

      租税  公課(事業)               99 

        その他経費計        2,830,962 

          事業費  計        3,702,610 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費           62,700 

      通信運搬費          252,745 

      消耗品  費          235,192 

      水道光熱費          321,783 

      地代  家賃          448,200 

      諸  会  費           72,000 

      リース  料           45,200 

      支払手数料           19,850 

      雑      費          634,219 

        その他経費計        2,091,889 

          管理費  計        2,091,889 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
 （単位：円）岐阜いのちの電話

            経常費用  計        5,794,499 

              当期経常増減額        △719,318 

【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        △719,318 

      当期正味財産増減額        △719,318 

      前期繰越正味財産額       12,598,564 

      次期繰越正味財産額       11,879,246 


