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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 20,000 
   普通  預金 2,586,893   短期借入金 80,364 
    現金・預金 計 2,586,893   預  り  金 86,418 
  （売上債権）    流動負債  計 186,782 
   未  収  金 252,936 負債の部合計 186,782 
    売上債権 計 252,936 
     流動資産合計 2,839,829  【正味財産】

  正味  財産 2,653,047 
  (うち当期正味財産増加額) △ 266,382 
   正味財産  計 2,653,047 

正味財産の部合計 2,653,047 
資産の部合計 2,839,829 負債・正味財産の部合計 2,839,829 

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
2015年 4月30日 現在

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



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通  預金 2,586,893 
        みずほ銀行　法人口 (2,586,893)
        現金・預金 計 2,586,893 
    （売上債権）
      未  収  金 252,936 
        売上債権 計 252,936 
          流動資産合計 2,839,829 
            資産の部  合計 2,839,829 

  【流動負債】
    未  払  金 20,000 
    短期借入金 80,364 
    預  り  金 86,418 
      流動負債  計 186,782 
        負債の部  合計 186,782 

        正味財産 2,653,047 

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
2015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】
      スピーカー派遣収入 729,062 
      交流会参加費収入 204,400 
      物品販売収入 1,200 
      業務委託作業等収入 653,916 
      イベント等収入 183,000 
      助成金収入 1,000,000 
      正会員会費収入 100,000 
      賛助会員会費収入 97,000 
      寄付金収入 2,222,315 
      その他事業収入 16,438 
      受取利息収入 431 
        経常収入  計 5,207,762 
    【事業費】
      国際事業 4,900 
      情報提供事業 125,826 
      クロスボーダーカフェ事業 85,975 
      調査・研究事業 175,480 
      広報事業 1,049,622 
      スピーカー研修及び派遣事業 652,878 
      TalkingAboutSex事業 1,152,410 
      交流会事業 315,488 
      ピアＧ事業 241,577 
        当期事業費 計 3,804,156 
          合  計 3,804,156 
            事業費  計 3,804,156 
    【管理費】
      出演料及び講演料 22,274 
      通  信  費 163,317 
      荷造  運賃 83,220 
      水道光熱費 88,814 
      旅費交通費 141,868 
      接待交際費 1,231 
      賃　借　料 1,400 
      会  議  費 4,739 
      事務用消耗品費 50,657 
      備品消耗品費 57,887 
      印刷  経費 68,505 
      地代  家賃 695,688 
      租税  公課 2,250 
      諸  会  費 8,000 
      支払手数料 280,138 
        管理費  計 1,669,988 
          経常収支差額 △ 266,382 
  ［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 △ 266,382 
        前期繰越収支差額 2,919,429 
        次期繰越収支差額 2,653,047 

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 2014年 5月 1日  至 2015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】
      スピーカー派遣収入 729,062 
      交流会参加費収入 204,400 
      物品販売収入 1,200 
      業務委託作業等収入 653,916 
      イベント等収入 183,000 
      助成金収入 1,000,000 
      正会員会費収入 100,000 
      賛助会員会費収入 97,000 
      寄付金収入 2,222,315 
      その他事業収入 16,438 
      受取利息収入 431 
        経常収入  計 5,207,762 
    【事業費】
      国際事業 4,900 
      情報提供事業 125,826 
      クロスボーダーカフェ事業 85,975 
      調査・研究事業 175,480 
      広報事業 1,049,622 
      スピーカー研修及び派遣事業 652,878 
      TalkingAboutSex事業 1,152,410 
      交流会事業 315,488 
      ピアＧ事業 241,577 
        当期事業費 計 3,804,156 
          合  計 3,804,156 
            事業費  計 3,804,156 
    【管理費】
      出演料及び講演料 22,274 
      通  信  費 163,317 
      荷造  運賃 83,220 
      水道光熱費 88,814 
      旅費交通費 141,868 
      接待交際費 1,231 
      賃　借　料 1,400 
      会  議  費 4,739 
      事務用消耗品費 50,657 
      備品消耗品費 57,887 
      印刷  経費 68,505 
      地代  家賃 695,688 
      租税  公課 2,250 
      諸  会  費 8,000 
      支払手数料 280,138 
        管理費  計 1,669,988 
          経常収支差額 △ 266,382 

            当期正味財産増加額 △ 266,382 
            前期繰越正味財産額 2,919,429 
            当期正味財産合計 2,653,047 

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 2014年 5月 1日  至 2015年 4月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

《経常収支の部》


