
第６期

自　２０１６年４月　１日
至　２０１７年３月３１日



　今期の決算にあたり１～５期と同様、非営利団体としての特性を考えＮＰＯ法人会計

基準に準拠することとした。

　｢財務諸表の注記｣で事業別損益の状態を表すにあたって、saveMLAKの事業を次の三つ

の事業に分けて表記した。以下の通りである。

　情報支援事業　：Web上でのＭ･Ｌ･Ａ･Ｋの被災・救援情報の収集と公開。支援に関連

　　　　　　　　　するシンポジュウム、会議等の開催、参加、後援。広報活動。

　被災地支援事業：被災地からの要請による施設、学校等への人的、物的な支援事業。

　グッズ販売事業：活動資金獲得のためのオリジナルグッズの販売事業。

　　　　　　　　　　　　　　　　提出書類

　　　　　　　　1.決算報告書　　表紙

　　　　　　　　　　　　　　　　活動計算書（損益計算書）

　　　　　　　　　　　　　　　　貸借対照表

　　　　　　　　　　　　　　　　財務諸表の注記

　　　　　　　　2.付表　　　　　総勘定元帳　　　　1～21P.

※　なお2016年8月に収益事業の廃止を申請、受理され第6期分から申告、納税を免じら

れたことを報告しておく。実際の会計業務はこのまま継続し年度ごとに決算報告、会計

監査を従来どおり行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　ファンド係記帳担当：赤塚昌俊

saveMLAK第６期（２０１６年度）決算にあたって



ｓａｖｅＭＬＡＫ 自 2016年 4月 1日　至 2017年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          200,051 

  【事業収益】

    グッズ売上          127,770 

  【その他収益】

    受取　利息               57 

        経常収益  計          327,878 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      売上　原価           90,400 

      諸　謝　金           10,000 

      旅費交通費(事業)            2,186 

      荷造発送費(事業)            1,670 

      通　信　費(事業)           59,000 

      広　報　費(事業)           10,800 

      消耗品　費(事業)            3,000 

      支払手数料(事業)            1,728 

        その他経費計          178,784 

          事業費  計          178,784 

  【管理費】

    （人件費）

      支払　報酬           21,600 

        人件費計           21,600 

    （その他経費）

      支払手数料              216 

        その他経費計              216 

          管理費  計           21,816 

            経常費用  計          200,600 

              当期経常増減額          127,278 

【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          127,278 

        法人税、住民税及び事業税           75,300 

          当期正味財産増減額           51,978 

          前期繰越正味財産額          698,660 

          次期繰越正味財産額          750,638 



全事業所 2017年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）ｓａｖｅＭＬＡＫ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金          750,638 

        現金・預金 計          750,638 

          流動資産合計          750,638 

            資産の部  合計          750,638 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債  計                0 

      負債の部  合計                0 

《正味財産の部》

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額          698,660 

    当期正味財産増減額           51,978 

      正味財産　計          750,638 

        正味財産の部  合計          750,638 

          負債・正味財産合計          750,638 



　　科　　目　　 情報支援事業　被災地支援事業　グッズ販売事業　 事業部門計　　 管理部門　　　合　　計

Ⅰ 経常収益

　1. 受取寄付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　 200,051　　　 200,051

　2. 受取助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　 0

　3. 事業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　127,770　　　 127,770　　　　　　　　　　 127,770

　4. その他収益　　　　 　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　    57　　　　    57

　経常収益計　　 　 　　　 0　　　　　　 0　　　 127,770　　　 127,770　　　 200,108　　　 327,878

Ⅱ 経常費用

 (1) 人件費

　 人件費計　　　　 　　　 0　　　　　　 0　　　　　　 0　　　　　　 0　　　　　　 0　　　　　　 0

 (2) その他経費

　 売上原価　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　 90,400　　　  90,400 　　　　　　　　　　 90,400

　 諸　謝　金　　 　　10,000                                    10,000                      10,000

　 旅費交通費　　 　　　　　　　　　 2,186　　　　　　　　　　　 2,186　　　　　　　　　　　 2,186

　 荷造発送費 　　　        　　　　      　　　　 1,670　　　   1,670　　　　　　　　　　   1,670

　 通信費　　 　　　　59,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,000　　　　　　　　　　　59,000　　

　 広報費　　 　　　  10,800　　　　　　　　　　　　　　　　　  10,800　　　　　　　　　　  10,800

　 消耗品費　　　　　        　　　　3,000　　　　　　　　　　　 3,000　　　　      　　　　 3,000

　 貸借料　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　     0　　　　　　　　　　　     0

　 雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　 0

　 支払手数料　 　　　   864　　　　　 432　　　　   432         1,728　　　　　 216　　　　 1,944

   支払報酬　　　　　       　　　　　　　　　　　      　　　　     0　　　　21,600　　　　21,600

　 法人税住民税等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　 75,300　　　　75,300

　 その他経費計　　　 80,664　　　　 5,618　　　  92,502　　　 178,784　　　  97,116　　　 275,900

 経常費用計　　　　　 80,664　　　　 5,618　　　  92,502　　　 178,784　　　  97,116　　　 275,900

 当期経常増減額　　 △80,664　　　 △5,618　　　  35,268　　  △51,014　　　 102,992　　    51,978

saveMLAK　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年度

財務諸表の注記

１．重要な会計方針

　　会計方針として財務諸表の作成は、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）によります。

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。


