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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 424,464 
   現      金 240,649    流動負債  計 424,464 
   小口  現金 18,583 負債の部合計 424,464 
   普通  預金 5,508,439 
    現金・預金 計 5,767,671  【正味財産】
  （その他流動資産）   正味  財産 5,539,207 
   前払  費用 98,000   (うち当期正味財産増加額) 1,235,234 
    その他流動資産  計 98,000    正味財産  計 5,539,207 
     流動資産合計 5,865,671 正味財産の部合計 5,539,207 
 【固定資産】
  （投資その他の資産）
   敷      金 98,000 
    投資その他の資産  計 98,000 
     固定資産合計 98,000 

資産の部合計 5,963,671 負債・正味財産の部合計 5,963,671 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
2012年 4月30日 現在
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[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 240,649 
      小口  現金 18,583 
      普通  預金 5,508,439 
        みずほ銀行　法人口 (5,161,151)
        みずほ銀行　個人口 (347,288)
        現金・預金 計 5,767,671 
    （その他流動資産）
      前払  費用 98,000 
        その他流動資産  計 98,000 
          流動資産合計 5,865,671 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷      金 98,000 
        投資その他の資産  計 98,000 
          固定資産合計 98,000 
            資産の部  合計 5,963,671 

  【流動負債】
    未  払  金 424,464 
      流動負債  計 424,464 
        負債の部  合計 424,464 

        正味財産 5,539,207 

NPO法人　日本HIV陽性者ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾝﾌﾟﾌﾟﾗｽ
2012年 4月30日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      収入 3,060 
      行事参加会費収入 45,000 
      助成金収入 5,705,000 
      正会員会費収入 60,000 
      JANP+賛助会員会費収入 52,000 
      寄付金収入 2,699,499 
      その他事業収入 3,690,348 
      受取利息収入 592 
        経常収入  計 12,255,499 
    【事業費】
      Talking about SEX 2,540,681 
      医療機関調査 2,110,188 
      勉強会 530,770 
      長期療養時代シリーズ 663,799 
      スピーカー研修及び派遣 846,527 
      広報事業 299,536 
      アドボカシー事業 213,732 
      ネットワーク(国際・国内） 202,952 
      スカラシップ 524,493 
        当期事業費 計 7,932,678 
          合  計 7,932,678 
            事業費  計 7,932,678 
    【管理費】
      給料  手当 1,097,936 
      外　注　費 27,777 
      通  信  費 118,610 
      荷造  運賃 96,335 
      水道光熱費 93,718 
      会  議  費 106,522 
      事務用消耗品費 47,656 
      備品消耗品費 213,664 
      印刷  経費 67,539 
      地代  家賃 1,176,000 
      租税  公課 700 
      支払手数料 41,130 
        管理費  計 3,087,587 
          経常収支差額 1,235,234 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 0 
    【その他資金支出】
      その他資金支出  計 0 
        当期収支差額 1,235,234 
        前期繰越収支差額 4,303,973 
        次期繰越収支差額 5,539,207 

NPO法人　日本HIV陽性者ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾝﾌﾟﾌﾟﾗｽ
自 2011年 5月 1日  至 2012年 4月30日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》



[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      収入 3,060 
      行事参加会費収入 45,000 
      助成金収入 5,705,000 
      正会員会費収入 60,000 
      JANP+賛助会員会費収入 52,000 
      寄付金収入 2,699,499 
      その他事業収入 3,690,348 
      受取利息収入 592 
        経常収入  計 12,255,499 
    【事業費】
      Talking about SEX 2,540,681 
      医療機関調査 2,110,188 
      勉強会 530,770 
      長期療養時代シリーズ 663,799 
      スピーカー研修及び派遣 846,527 
      広報事業 299,536 
      アドボカシー事業 213,732 
      ネットワーク(国際・国内） 202,952 
      スカラシップ 524,493 
        当期事業費 計 7,932,678 
          合  計 7,932,678 
            事業費  計 7,932,678 
    【管理費】
      給料  手当 1,097,936 
      外　注　費 27,777 
      通  信  費 118,610 
      荷造  運賃 96,335 
      水道光熱費 93,718 
      会  議  費 106,522 
      事務用消耗品費 47,656 
      備品消耗品費 213,664 
      印刷  経費 67,539 
      地代  家賃 1,176,000 
      租税  公課 700 
      支払手数料 41,130 
        管理費  計 3,087,587 
          経常収支差額 1,235,234 

            当期正味財産増加額 1,235,234 
            前期繰越正味財産額 4,303,973 
            当期正味財産合計 5,539,207 

NPO法人　日本HIV陽性者ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼﾞｬﾝﾌﾟﾌﾟﾗｽ
自 2011年 5月 1日  至 2012年 4月30日

その他の事業会計損益計算書

《経常収支の部》


