
埼玉県新座市中野2-2-22

決　算　報　告　書

NPO法人TSUBASA

第  8期

自 平成31年 1月 1日

至 令和元年12月31日



[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 1,362,125 
   小口  現金 74,110   前  受  金 333,500 
   普通  預金(ゆうちょ銀行) 26,936,567   預  り  金 355,913 
   普通　預金(三菱東京UFJ) 116,914    流動負債合計 2,051,538 
   ジャパンネット銀行(普) 79,726 負債合計 2,051,538 
   定期  預金 960,000 
    現金・預金 計 28,167,317  前期繰越正味財産 14,959,719 
  （売上債権）  当期正味財産増減額 13,020,421 
   未  収  金 1,175,400 正味財産合計 27,980,140 
   売　掛　金 2,839 
    売上債権 計 1,178,239 
  （棚卸資産）
   棚卸　資産 429,801
    棚卸資産  計 429,801
  （その他流動資産）
   前  払  金 291,640 
   立  替  金 △ 35,319 
    その他流動資産  計 256,321 
     流動資産合計 30,031,678 

資産合計 30,031,678 負債及び正味財産合計 30,031,678 

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 令和元年12月31日 現在
NPO法人TSUBASA



  【流動資産】
    （現金・預金）
      小口  現金 74,110 
      普通  預金(ゆうちょ銀行) 26,936,567 
      普通　預金(三菱東京UFJ) 116,914 
   　 ジャパンネット銀行(普) 79,726 
      定期  預金 960,000 
        現金・預金 計 28,167,317 
    （売上債権）
      未  収  金 1,175,400 
      売　掛　金 2,839 
        売上債権 計 1,178,239 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 429,801 
        棚卸資産  計 429,801 
    （その他流動資産）
      前  払  金 291,640 
      立  替  金 △ 35,319 
        法廷福利費 (△ 35,319)
        その他流動資産  計 256,321 
          流動資産合計 30,031,678 
            資産合計 30,031,678 

  【流動負債】
    未  払  金 1,362,125 
    前  受  金 333,500 
    預  り  金 355,913 
      社会保険料 (193,433)
      源泉所得税 (117,580)
      市民税 (36,100)
      駐車場代 (8,800)
      流動負債合計 2,051,538 
        負債合計 2,051,538 

        正味財産 27,980,140 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人TSUBASA
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

令和元年12月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 1,705,000 
    賛助会員(寄付)会費収入 894,000 2,599,000 
  【受取寄付金】
    寄付金収入 20,720,415 
    イベント募金 328,841 
    スポンサー募金 1,506,000 
    常設募金箱 364,789 22,920,045 
  【事業収益】
    鳥類適正飼養に関する教育啓蒙活動 15,573,925 
    鳥類の保護事業 6,544,400 
    鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業 1,621,087 
    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 1,680,145 
    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 1,748,724 27,168,281 
  【その他収益】
    受取  利息 198 
        経常収益  計 52,687,524 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 14,304,617 
      法定福利費(事業) 1,853,973 
      通  勤  費(事業) 463,490 
      福利厚生費(事業) 52,800 
        人件費計 16,674,880 
    （その他経費）
      売上　原価 1,189,756
      事業　支出 163,495
      餌　代 133,632 
      業務委託費(事業) 898,840 
      検査委託費 896,620 
      医薬品費 100,497 
      医療品費 111,353 
      講　師　料 2,316,366 
      印刷経費(事業) 188,508 
      懇親会費(事業) 29,958 
      接待交際費(事業) 21,352 
      旅費交通費(事業) 1,149,129 
      通信費(事業) 308,625 
      事務消耗品費(事業) 40,626 
      備品消耗品費(事業) 534,888 
      電気代(事業) 817,214 
      光熱費(事業) 172,184 
      水道代(事業) 135,579 
      地代  家賃(事業) 3,645,600 
      イベント会場等賃借料(事業) 2,048,788 
      保  険  料(事業) 3,250 
      登　録　料(事業) 1,500 
      租税  公課(事業) 70,000 
      支払手数料(事業) 27,751 
        その他経費計 15,005,511 
          事業費  計 31,680,391 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 1月 1日  至 令和元年12月31日NPO法人TSUBASA



【経常収益】

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 1月 1日  至 令和元年12月31日NPO法人TSUBASA

  【管理費】
    （人件費）
      給料  手当 3,216,000 
      法定福利費 440,181 
      福利厚生費 21,253 
        人件費計 3,677,434 
    （その他経費）
      印刷経費 259,128 
      業務委託費 1,129,671 
      旅費交通費 22,036 
      車両燃料費 111,558 
      通　信　費 30,363 
      事務消耗品費 37,350 
      備品消耗品費 119,354 
      修  繕  費 52,865 
      電気代 101,003 
      光熱費 21,283 
      水道代 16,757 
      地代  家賃 468,400 
      慶　弔　費 20,000 
      諸  会  費 28,230 
      登　録　料 84,434 
      懇親会費 4,391 
      リース  料 818,628 
      租税  公課 975,716 
      支払手数料 8,111 
        その他経費計 4,309,278 
          管理費  計 7,986,712 
            経常費用  計 39,667,103 
              当期経常増減額 13,020,421 
【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 13,020,421 
          当期正味財産増減額 13,020,421 
          前期繰越正味財産額 14,959,719 

          次期繰越正味財産額 27,980,140 



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 1,705,000 
    賛助会員(寄付)会費収入 894,000 
  【受取寄付金】
    寄付金収入 20,720,415 
    イベント募金 328,841 
    スポンサー募金 1,506,000 
    常設募金箱 364,789 
  【事業収益】
    鳥類適正飼養に関する教育啓蒙活動 15,573,925
    鳥類の保護事業 6,544,400
    鳥類飼養、公衆衛生に関する出版物刊行事業 1,621,087
    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 1,680,145 
    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 1,748,724 
  【その他収益】
    受取  利息 198 
        経常収益  計 52,687,524 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 14,304,617 
      法定福利費(事業) 1,853,973 
      通  勤  費(事業) 463,490 
      福利厚生費(事業) 52,800 
        人件費計 16,674,880 
    （その他経費）
      売上　原価 1,189,756
      事業　支出 163,495
      餌　代 133,632 
      業務委託費(事業) 898,840 
      検査委託費 896,620 
      医薬品費 100,497 
      医療品費 111,353 
      講　師　料 2,316,366 
      印刷経費(事業) 188,508 
      懇親会費(事業) 29,958 
      接待交際費(事業) 21,352 
      旅費交通費(事業) 1,149,129 
      通信費(事業) 308,625 
      事務消耗品費(事業) 40,626 
      備品消耗品費(事業) 534,888 
      電気代(事業) 817,214 
      光熱費(事業) 172,184 
      水道代(事業) 135,579 
      地代  家賃(事業) 3,645,600 
      イベント会場等賃借料(事業) 2,048,788 
      保  険  料(事業) 3,250 
      登　録　料(事業) 1,500 
      租税  公課(事業) 70,000 
      支払手数料(事業) 27,751 
        その他経費計 15,005,511 
          事業費  計 31,680,391 

NPO法人TSUBASA
自 平成31年 1月 1日  至 令和元年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】

NPO法人TSUBASA
自 平成31年 1月 1日  至 令和元年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

  【管理費】
    （人件費）
      給料  手当 3,216,000 
      法定福利費 440,181 
      福利厚生費 21,253 
        人件費計 3,677,434 
    （その他経費）
      印刷経費 259,128 
      業務委託費 1,129,671 
      旅費交通費 22,036 
      車両燃料費 111,558 
      通　信　費 30,363 
      事務消耗品費 37,350 
      備品消耗品費 119,354 
      修  繕  費 52,865 
      電気代 101,003 
      光熱費 21,283 
      水道代 16,757 
      地代  家賃 468,400 
      慶　弔　費 20,000 
      諸  会  費 28,230 
      登　録　料 84,434 
      懇親会費 4,391 
      リース  料 818,628 
      租税  公課 975,716 
      支払手数料 8,111 
        その他経費計 4,309,278 
          管理費  計 7,986,712 
            経常費用  計 39,667,103 
              当期経常増減額 13,020,421 
【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 13,020,421 
      当期正味財産増減額 13,020,421 
      前期繰越正味財産額 14,959,719 
      次期繰越正味財産額 27,980,140 



【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
　　評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法。

(2).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。

(3).その他
　　事業費と管理費に共通する経費は、職員の従事割合に基づき按分しています。

財務諸表の注記
令和元年12月31日 現在NPO法人TSUBASA


