
決　算　報　告　書

特定非営利活動法人レインボーリボン

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 34,000 
    賛助会員受取会費 1,000 35,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 4,366,575 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,320,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 186,495 
  【その他収益】
    受取  利息 14 
    雑  収  益 3,400 3,414 
        経常収益  計 5,911,484 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 480,000 
        人件費計 480,000 
    （その他経費）
      報償費 121,000 
      印刷製本費(事業) 38,180 
      旅費交通費(事業) 28,400 
      通信運搬費(事業) 165,348 
      消耗品  費(事業) 225,025 
      食材消耗品費 759,613 
      水道光熱費(事業) 45,262 
      地代  家賃(事業) 1,056,000 
      賃  借  料(事業) 32,740 
      保  険  料(事業) 17,362 
      支払手数料(事業) 19,400 
      減価償却費 209,408 
        その他経費計 2,717,738 
          事業費  計 3,197,738 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      旅費交通費 1,600 
      通信運搬費 19,060 
      諸  会  費 500 
      支払手数料 105,545 
        その他経費計 126,705 
          管理費  計 126,705 
            経常費用  計 3,324,443 
              当期経常増減額 2,587,041 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  過年度損益修正損 169,009 
    経常外費用  計 169,009 
        税引前当期正味財産増減額 2,418,032 
          当期正味財産増減額 2,418,032 
          前期繰越正味財産額 3,053,392 

          次期繰越正味財産額 5,471,424 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 4月 1日  至 2022年 3月31日特定非営利活動法人レインボーリボン



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 27,159 
      普通  預金 4,749,804 
        現金・預金 計 4,776,963 
    （売上債権）
      未  収  金 338,425 
        売上債権 計 338,425 
    （その他流動資産）
      前払  費用 88,000 
        その他流動資産  計 88,000 
          流動資産合計 5,203,388 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器  備品 209,409 
        有形固定資産  計 209,409 
    （投資その他の資産）
      敷      金 176,000 
        投資その他の資産  計 176,000 
          固定資産合計 385,409 

            資産合計 5,588,797 

  【流動負債】
    未  払  金 103,373 
    前  受  金 14,000 
      流動負債合計 117,373 
        負債合計 117,373 

  前期繰越正味財産 3,053,392 
  当期正味財産増減額 2,418,032 
    正味財産合計 5,471,424 

      負債及び正味財産合計 5,588,797 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人レインボーリボン

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

2022年 3月31日 現在全事業所



【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。

【固定資産増減の内訳】

資産名称 資産区分 取得年月日 償却方法 期首帳簿価額当期償却額期末帳簿価額
1 エアコン 器具備品 2020/10/08 一括償却 74,027 37,013 37,014
2 冷蔵庫 器具備品 2020/10/24 一括償却 88,360 44,180 44,180
3 パソコン 器具備品 2020/12/20 一括償却 103,200 51,600 51,600
4 ミニキッチン 器具備品 2020/11/18 一括償却 153,230 76,615 76,615

418,817 209,408 209,409

財務諸表の注記
2022年 3月31日 現在特定非営利活動法人レインボーリボン



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 27,159 
      普通  預金 4,749,804 
        りそな銀行 (3,627,681)
        郵便振替 (1,122,123)
        現金・預金 計 4,776,963 
    （売上債権）
      未  収  金 338,425 
        BASE (338,425)
        売上債権 計 338,425 
    （その他流動資産）
      前払  費用 88,000 
        その他流動資産  計 88,000 
          流動資産合計 5,203,388 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器  備品 209,409 
        有形固定資産  計 209,409 
    （投資その他の資産）
      敷      金 176,000 
        投資その他の資産  計 176,000 
          固定資産合計 385,409 
            資産合計 5,588,797 

  【流動負債】
    未  払  金 103,373 
    前  受  金 14,000 
      流動負債合計 117,373 
        負債合計 117,373 

        正味財産 5,471,424 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人レインボーリボン

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2022年 3月31日 現在全事業所


