
岐阜県高山市上岡本町1751番地48

決　算　報　告　書

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

第  3期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 71,567 
      普通  預金 768,730 
        現金・預金 計 840,297 
    （売上債権）
      未  収  金 378,833 
        売上債権 計 378,833 
    （その他流動資産）
      未収  収益 10,600 
        その他流動資産  計 10,600 
          流動資産合計 1,229,730 

            資産合計 1,229,730 

  【流動負債】
    未  払  金 196,800 
      流動負債合計 196,800 
        負債合計 196,800 

  前期繰越正味財産 485,903 
  当期正味財産増減額 547,027 
    正味財産合計 1,032,930 

      負債及び正味財産合計 1,229,730 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 71,567 
      普通  預金 768,730 
        ひだしん　本店 (690,098)
        十六銀行　高山支店 (78,632)
        現金・預金 計 840,297 
    （売上債権）
      未  収  金 378,833 
        売上債権 計 378,833 
    （その他流動資産）
      未収  収益 10,600 
        その他流動資産  計 10,600 
          流動資産合計 1,229,730 
            資産合計 1,229,730 

  【流動負債】
    未  払  金 196,800 
      流動負債合計 196,800 
        負債合計 196,800 

        正味財産 1,032,930 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

平成30年 3月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 21,600 
    サポーター会員受取会費 8,000 29,600 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 197,221 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,012,000 
    受取補助金 425,265 1,437,265 
  【事業収益】
    受託事業収益 2,108,130 
    事業収益１ 112,500 
    事業収益２ 138,000 2,358,630 
  【その他収益】
    受取  利息 8 
    報償費 50,000 50,008 
        経常収益  計 4,072,724 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      臨時雇賃金(事業) 2,201,150 
        人件費計 2,201,150 
    （その他経費）
      業務委託費（事業） 338,821 
      諸  謝  金(事業) 69,000 
      印刷製本費(事業) 14,864 
      会  議  費(事業) 52,102 
      新聞図書費(事業) 7,888 
      旅費交通費(事業) 75,362 
      広報費(事業) 222,966 
      通信運搬費(事業) 72,167 
      消耗品  費(事業) 308,168 
      水道光熱費(事業) 15,000 
      会　場　費(事業) 21,950 
      保  険  料(事業) 3,250 
      租税  公課(事業) 1,000 
      研  修  費(事業) 97,325 
      支払手数料(事業) 3,862 
      渉外費(事業) 13,558 
      雑      費(事業) 1,000 
        その他経費計 1,318,283 
          事業費  計 3,519,433 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 4,264 
      諸  会  費 2,000 
        その他経費計 6,264 
          管理費  計 6,264 
            経常費用  計 3,525,697 
              当期経常増減額 547,027 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会
        税引前当期正味財産増減額 547,027 
          当期正味財産増減額 547,027 
          前期繰越正味財産額 485,903 

          次期繰越正味財産額 1,032,930 



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 21,600 
    サポーター会員受取会費 8,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 197,221 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,012,000 
    受取補助金 425,265 
  【事業収益】
    受託事業収益 2,108,130 
    事業収益１ 112,500 
    事業収益２ 138,000 
  【その他収益】
    受取  利息 8 
    報償費 50,000 
        経常収益  計 4,072,724 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      臨時雇賃金(事業) 2,201,150 
        人件費計 2,201,150 
    （その他経費）
      業務委託費（事業） 338,821 
      諸  謝  金(事業) 69,000 
      印刷製本費(事業) 14,864 
      会  議  費(事業) 52,102 
      新聞図書費(事業) 7,888 
      旅費交通費(事業) 75,362 
      広報費(事業) 222,966 
      通信運搬費(事業) 72,167 
      消耗品  費(事業) 308,168 
      水道光熱費(事業) 15,000 
      会　場　費(事業) 21,950 
      保  険  料(事業) 3,250 
      租税  公課(事業) 1,000 
      研  修  費(事業) 97,325 
      支払手数料(事業) 3,862 
      渉外費(事業) 13,558 
      雑      費(事業) 1,000 
        その他経費計 1,318,283 
          事業費  計 3,519,433 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 4,264 
      諸  会  費 2,000 
        その他経費計 6,264 
          管理費  計 6,264 
            経常費用  計 3,525,697 
              当期経常増減額 547,027 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会
自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3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
特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

自 平成29年 4月 1日  至 平成30年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

    税引前当期正味財産増減額 547,027 
      当期正味財産増減額 547,027 
      前期繰越正味財産額 485,903 
      次期繰越正味財産額 1,032,930 



(1/4) [税込]（単位：円）

科目 歌集の製本、発刊、配布 わらべ歌の定例活動 童謡とわらべ歌のコンサート 出張講座 集いの広場チャイルドランド

（人件費）
  臨時雇賃金(事業) 10,000 12,000 86,700 1,583,000 
    人件費計 0 10,000 12,000 86,700 1,583,000 
（その他経費）
  業務委託費（事業） 60,900 25,074 60,699 28,512 163,636 
  諸  謝  金(事業) 40,000 4,000 25,000 
  印刷製本費(事業) 2,050 7,914 1,260 3,100 
  会  議  費(事業) 35,907 14,310 950 
  新聞図書費(事業) 7,648 
  旅費交通費(事業) 10,140 42,420 7,010 15,642 
  広報費(事業) 17,280 86,557 63,790 12,829 42,510 
  通信運搬費(事業) 720 43,885 9,453 11,993 240 
  消耗品  費(事業) 950 114,752 9,372 82,527 99,283 
  水道光熱費(事業) 15,000 
  会　場　費(事業) 21,950 
  保  険  料(事業) 2,250 1,000 
  租税  公課(事業) 600 400 
  研  修  費(事業) 2,250 95,075 
  支払手数料(事業) 324 1,356 562 1,620 
  渉外費(事業) 7,628 1,080 
  雑      費(事業) 1,000 
    その他経費計 80,774 377,447 344,595 149,211 352,381 

      合計 80,774 387,447 356,595 235,911 1,935,381 

(2/4) [税込]（単位：円）

科目 木育広場オープニング エブリ　わらぼぼ 木育フェスタ ママフェス 出張託児
（人件費）
  臨時雇賃金(事業) 20,000 63,650 
    人件費計 0 20,000 0 0 63,650 
（その他経費）
  業務委託費（事業）
  諸  謝  金(事業)
  印刷製本費(事業) 450 90 
  会  議  費(事業)
  新聞図書費(事業)
  旅費交通費(事業)
  広報費(事業)
  通信運搬費(事業)
  消耗品  費(事業)
  水道光熱費(事業)
  会　場　費(事業)
  保  険  料(事業)
  租税  公課(事業)
  研  修  費(事業)
  支払手数料(事業)
  渉外費(事業)
  雑      費(事業)
    その他経費計 0 450 0 0 90 

      合計 0 20,450 0 0 63,740 

(3/4) [税込]（単位：円）

科目 各地区協議会への協力 森のつどい お仕事発見隊 福祉フェスティバル 女性再就職支援

（人件費）

事業費の内訳（別紙）
平成30年 3月31日 現在特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会



  臨時雇賃金(事業) 425,800 
    人件費計 0 0 425,800 0 0 
（その他経費）
  業務委託費（事業）
  諸  謝  金(事業)
  印刷製本費(事業)
  会  議  費(事業) 935 
  新聞図書費(事業) 240 
  旅費交通費(事業) 150 
  広報費(事業)
  通信運搬費(事業) 610 5,266 
  消耗品  費(事業) 1,284 
  水道光熱費(事業)
  会　場　費(事業)
  保  険  料(事業)
  租税  公課(事業)
  研  修  費(事業)
  支払手数料(事業)
  渉外費(事業) 4,850 
  雑      費(事業)
    その他経費計 610 0 12,725 0 0 

      合計 610 0 438,525 0 0 

(4/4) [税込]（単位：円）

科目 その他目的を達成する為の事業 (区分不明) 合計
（人件費）
  臨時雇賃金(事業) 2,201,150 
    人件費計 0 0 2,201,150 
（その他経費）
  業務委託費（事業） 338,821 
  諸  謝  金(事業) 69,000 
  印刷製本費(事業) 14,864 
  会  議  費(事業) 52,102 
  新聞図書費(事業) 7,888 
  旅費交通費(事業) 75,362 
  広報費(事業) 222,966 
  通信運搬費(事業) 72,167 
  消耗品  費(事業) 308,168 
  水道光熱費(事業) 15,000 
  会　場　費(事業) 21,950 
  保  険  料(事業) 3,250 
  租税  公課(事業) 1,000 
  研  修  費(事業) 97,325 
  支払手数料(事業) 3,862 
  渉外費(事業) 13,558 
  雑      費(事業) 1,000 
    その他経費計 0 0 1,318,283 

      合計 0 0 3,519,433 


