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特定非営利活動法人   芝生スピリット

（ 第 １８ 期 ）

事業年度   平成２９年１０月１日～平成３０年９月３０日

決 算 書 類



特定非営利活動法人   芝生スピリット

（単位：円）

Ⅰ経常収益

１.受取会費

正会員受取会費 80,000

賛助会員受取会費 9,000 89,000

２.事業収益

① 緑化技術、特に芝草に関する資料の収集及び

調査研究事業

② 緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広

報活動事業

③ 緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・

協力事業

④ 学校及び幼稚園･保育所などの施設の緑化､特に

芝生化に関する総合的な企画・調査・設計事業

⑤ 学校及び幼稚園･保育所などの施設の緑化､特に

芝生化に関する実施事業

⑥ 学校及び幼稚園･保育所などの緑化された施設 113,400
の維持管理支援・協力事業

⑦ 関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動

事業

⑧ その他この法人の目的を達成するために必要な 113,400
事業

３.その他収益

雑収入 131,245 131,245

経常収益計 333,645

Ⅱ経常費用

１.事業費

人件費

人件費計 0

その他経費

材料仕入 73,872

雑費 540

その他経費計 74,412

事業費計 74,412

(1)

(2)

２９年度「活動計算書」

平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

科                              目 金                  額



２.管理費

人件費

人件費計 0

その他経費

消耗品費 15,000

通信諸経費 1,543

雑費 80,730

その他経費計 97,273

管理費計 97,273

経常費用計 171,685

当期正味財産増減額 161,960

前期繰越正味財産額 △ 5,982,441

次期繰越正味財産額 △ 5,820,481

注：今年度は事業⑥のみ実施しました。

(1)

(2)



特定非営利活動法人   芝生スピリット

（単位：円）

Ⅰ 資産の部

１. 流動資産

現金預金 207,202

未収入金 56,700

貯蔵品 5,000

流動資産合計 268,902

２. 固定資産

電話加入権 76,440

固定資産合計 76,440

資産合計 345,342

Ⅱ 負債の部

１. 流動負債

未払金 65,823

流動負債合計 65,823

２. 固定負債

長期借入金 6,100,000

固定負債合計 6,100,000

負債合計 6,165,823

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 △ 5,982,441

当期正味財産増減額 161,960

正味財産合計 △ 5,820,481

負債及び正味財産合計 345,342

平成３０年９月３０日現在

科                              目 金                  額

２９年度「貸借対照表」



  財 務 諸 表 の 注 記  

１．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 2011年11月20日
一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会） によっています。 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

２．事業別損益の状況
 事業別損益の状況は以下の通りです。 （単位：円）

事業部門 管理部門 合  計

Ⅰ　経常収益

1.　受取会費 89,000 89,000

２.　事業収益 113,400 113,400

３.　その他収益 131,245 131,245

経常収益計 113,400 220,245 333,645

Ⅱ　経常費用

　(1) 人件費

人件費計 0 0 0

　(2) その他経費

材料仕入 73,872 73,872

消耗品費 15,000 15,000

通信諸経費 1,543 1,543

雑費 540 80,730 81,270

その他経費計 74,412 97,273 171,685

経常費用計 74,412 97,273 171,685

当期経常増減額 38,988 122,972 161,960

※ 事業別損益に記載した事業内容

   事業① 緑化技術、特に芝草に関する資料の収集及び調査研究事業

   事業② 緑化技術、特に芝草に関する教育普及及び広報活動事業

   事業③ 緑化技術、特に芝草に関する助言又は支援・協力事業

   事業④ 学校及び幼稚園･保育所などの施設の緑化､特に芝生化に関する総合的な

              企画・調査・設計事業

   事業⑤ 学校及び幼稚園･保育所などの施設の緑化､特に芝生化に関する実施事業

   事業⑥ 学校及び幼稚園･保育所などの緑化された施設の維持管理支援・協力事業

   事業⑦ 関係機関・団体との連絡、助言又は援助の活動事業

   事業⑧ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

なお、当期は事業⑥のみ実施しました。

３．借入金の増減内訳 （単位：円）

期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

6,100,000 0 0 6,100,000長期借入金

科　　目

科　　　　　目



特定非営利活動法人   芝生スピリット

（単位：円）

Ⅰ 資産の部

１. 流動資産

現金預金
普通預金 みなと銀行本店営業部 106,094
郵便貯金 8,689
郵便振替貯金 92,419

未収入金
大阪樟蔭女子大学付属幼稚園 18,900
さんだかるがも園 37,800

貯蔵品
Ｔシャツ、パンフレット、封筒、チラシ 5,000

流動資産合計 268,902

２. 固定資産

電話加入権 76,440

固定資産合計 76,440

資産合計 345,342

Ⅱ 負債の部

１. 流動負債

未払金
材 料 仕 入 の未払額 ターフテック 38,880

立替経費等の未精算額 26,943

流動負債合計 65,823

２. 固定負債

長期借入金 理事７名 6,100,000

固定負債合計 6,100,000

負債合計 6,165,823

 正味財産　（資産合計－負債合計） △ 5,820,481

科                              目 金                  額

  　　　　　　　　　　　　財産目録      　　　　   平成29年度

平成３０年９月３０日現在


