
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 1,865,000 
    賛助会員(寄付)会費収入 1,029,000 2,894,000 
  【受取寄付金】
    寄付金収入 14,080,673 
    イベント募金 193,309 
    スポンサー募金 1,191,000 
    常設募金箱 280,223 15,745,205 
  【事業収益】
    鳥類適正飼養に関する教育啓蒙活動 12,525,141 
    鳥類の保護事業 3,771,956 
    鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業 679,122 
    鳥類の飼養・疾病・食餌に関する調査研究、開発事業 0 
    青少年に対する動物愛護精神啓蒙活動 0 
    国内外に於いて鳥類のおかれている環境の現況視察事業 0 
    ﾍﾟｯﾄ用品、飼料及び装身具の売買、製造及び輸出入業務 1,435,342 
    動物病院施設及び動物宿泊施設の経営 0 
    ﾍﾟｯﾄに係る飼養・食餌以外の物品販売業 323,176 18,734,737 
  【その他収益】
    受取  利息 81 
        経常収益  計 37,374,023 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 12,322,892 
      アルバイト賃金(事業) 9,081 
      法定福利費(事業) 1,591,448 
      通  勤  費(事業) 669,160 
        人件費計 14,592,581 
    （その他経費）
      売上　原価 939,135 
      事業　支出 141,632 
      餌　代 87,856 
      業務委託費(事業) 245,924 
      検査委託費 1,224,448 
      医薬品費 312,121 
      医療品費 98,993 
      講　師　料 1,601,218 
      印刷経費(事業) 264,567 
      会  議  費(事業) 3,200 
      懇親会費(事業) 32,378 
      接待交際費(事業) 4,970 
      旅費交通費(事業) 1,302,747 
      通信費(事業) 275,321 
      事務消耗品費(事業) 6,106 
      備品消耗品費(事業) 237,948 
      電気代(事業) 495,798 
      光熱費(事業) 201,598 
      水道代(事業) 146,325 
      地代  家賃(事業) 3,628,800 
      イベント会場等賃借料(事業) 1,269,052 
      登　録　料(事業) 31,000 
      租税  公課(事業) 600 
      研  修  費 7,000 
      支払手数料(事業) 21,593 
      支払寄付金 136,500 
        その他経費計 12,716,830 
          事業費  計 27,309,411 
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  【管理費】
    （人件費）
      給料  手当 1,633,000 
      法定福利費 17,460 
      福利厚生費 4,562 
        人件費計 1,655,022 
    （その他経費）
      印刷経費 68,071 
      業務委託費 864,497 
      会  議  費 6,100 
      旅費交通費 500 
      車両燃料費 124,294 
      通　信　費 14,668 
      事務消耗品費 16,188 
      備品消耗品費 169,586 
      電気代 43,113 
      光熱費 17,531 
      水道代 12,724 
      地代  家賃 331,742 
      接待交際費 6,460 
      保  険  料 61,310 
      慶　弔　費 20,000 
      諸  会  費 27,690 
      登　録　料 75,708 
      研　修　費 6,000 
      懇親会費 26,192 
      リース  料 245,762 
      租税  公課 959,662 
      手　数　料 500 
      支払手数料 9,802 
        その他経費計 3,108,100 
          管理費  計 4,763,122 
            経常費用  計 32,072,533 
              当期経常増減額 5,301,490 
【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 5,301,490 
          当期正味財産増減額 5,301,490 
          前期繰越正味財産額 8,729,261 

          次期繰越正味財産額 14,030,751 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 362,893 
      普通  預金(ゆうちょ銀行) 14,127,207 
      普通　預金(三菱東京UFJ) 115,366 
      定期  預金 323,000 
        現金・預金 計 14,928,466 
    （売上債権）
      未  収  金 427,350 
        売上債権 計 427,350 
    （その他流動資産）
      前  払  金 191,780 
      立  替  金 △ 229,400 
        法廷福利費 (△ 29,400)
        その他補助 (△ 200,000)
      棚卸　資産 246,792 
        その他流動資産  計 209,172 
          流動資産合計 15,564,988 
            資産合計 15,564,988 

  【流動負債】
    未  払  金 1,002,872 
    買　掛　金 61,083 
    前  受  金 88,000 
    預  り  金 382,282 
      社会保険料 (278,970)
      源泉所得税 (82,412)
      市民税 (15,900)
      駐車場代 (5,000)
      流動負債合計 1,534,237 
        負債合計 1,534,237 

        正味財産 14,030,751 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人TSUBASA
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[税込]（単位：円）

平成29年12月31日 現在全事業所



[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 1,002,872 
   小口  現金 362,893   買　掛　金 61,083 
   普通  預金(ゆうちょ銀行) 14,127,207   前  受  金 88,000 
   普通　預金(三菱東京UFJ) 115,366   預  り  金 382,282 
   定期  預金 323,000    流動負債合計 1,534,237 
    現金・預金 計 14,928,466 負債合計 1,534,237 
  （売上債権）
   未  収  金 427,350  前期繰越正味財産 8,729,261 
    売上債権 計 427,350  当期正味財産増減額 5,301,490 
  （その他流動資産） 正味財産合計 14,030,751 
   前  払  金 191,780 
   立  替  金 △ 229,400 
   棚卸　資産 246,792 
    その他流動資産  計 209,172 
     流動資産合計 15,564,988 

資産合計 15,564,988 負債及び正味財産合計 15,564,988 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成29年12月31日 現在
NPO法人TSUBASA


