


 2011年度　活動計算書
2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
（単位：円）

科目 金額
　　(２)その他経費
　　　　水道光熱費 56,940       
　　　　車両関連費 166,696      　　　　車両関連費 166,696      
　　　　事務用消耗品費 401,128      
　　　　消耗品費 243,236      
　　　　リース料 67,100       
　　　　支払保険料 93,370       
　　　　修繕費 173,400      
　　　　租税公課 63,376       
　　　　減価償却費 70,463       
　　　　接待交際費 20,000       　　　　接待交際費 20,000       
　　　　旅費交通費 234,637      
　　　　通信費 89,666       
　　　　支払手数料 595,178      
　　　　会議費 66,459       
　　　　諸会費 89,000       
　　　　図書教育費 35,436       
　　　　地代家賃 1,713,600    
　　　　支払利息 207,598      　　　　支払利息 207,598      
　　　　雑損失 282,544      
　　　　その他経費計 4,669,827    
　　　管理費計 7,467,393     
　経常費用計 29,505,250    
　　当期経常増減額 △22,620      

Ⅲ　経常外収益
　　　　特別利益 -             　　　　特別利益 -             
　経常外収益計 -             
Ⅳ　経常外費用
　　　　特別損失 173,800      173,800       
　　　　過年度減価償却費 5,459,381    5,459,381     
　経常外費用計 5,633,181     
　　税引前当期正味財産増減額 △5,655,801   
　　法人税、住民税及び事業税 70,625        
　　税引後当期正味財産増減額 △5,726,426   　　税引後当期正味財産増減額 △5,726,426   
　　前期正味財産財産額 △661,167     
　　次期繰越正味財産額 △6,387,593   



 2011年度　貸借対照表
2012年3月31日現在

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
（単位：円）

科目 金額
Ⅰ　資産の部　
　１．流動資産
　　　現金 211,658      
　　　銀行預金 2,685,173    　　　銀行預金 2,685,173    
　　　売掛金 843,845      
　　　商品 4,654,644    
　　　立替金 1,435        
　　　未収入金 205,252      
　　　前払費用 161,640      
　　　流動資産合計 8,763,647     
　２．固定資産
　　(１)有形固定資産　　(１)有形固定資産
　　　　建物附属設備 2,021,782    
　　　　車両運搬具 50,368       
　　　　什器・備品 2,417,193    
　　　　有形固定資産計 4,489,343    
　　(２)無形固定資産
　　　　営業権 -            
　　　　無形固定資産計 -            
　　(３)投資その他の資産　　(３)投資その他の資産
　　　　出資金 100,000      
　　　　保証金 2,990,000    
　　　　投資その他の資産計 3,090,000    
　　　固定資産合計 7,579,343     
　資産合計 16,342,990    

Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　未払金 3,162,030    
　　　前受金 327,260      
　　　未払法人税 69,993       
　　　未払消費税等 59,300       
　　　流動負債合計 3,618,583     
　２．固定負債
　　　長期借入金 19,112,000   　　　長期借入金 19,112,000   
　　　固定負債合計 19,112,000    
　負債合計 22,730,583    

Ⅲ　正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 △661,167     
　　　当期正味財産増減額 △5,726,426   
　　正味財産合計 △6,387,593   
負債及び正味財産合計 16,342,990    負債及び正味財産合計 16,342,990    



 2011年度　財産目録
2012年3月31日現在

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
（単位：円）

科目 金額
Ⅰ　資産の部　
　１．流動資産
　　　現金（小口現金、レジ現金） 211,658      
　　　銀行預金 2,685,173    
　　　　湘南信用金庫 203,125      
　　　　三浦藤沢信用金庫（２口） 600,968      
　　　　ゆうちょ銀行（振替口座） 1,114,000    
　　　　ゆうちょ銀行（普通口座） 767,080      
　　　売掛金 843,845      
　　　　フリースペース事業 94,500       
　　　　学習支援事業 516,645      
　　　　就労支援事業 232,700      
　　　商品（商品、書籍、食材） 4,654,644    
　　　立替金 1,435        
　　　未収入金 205,252      
　　　前払費用 161,640      
　　　流動資産合計 8,763,647     
　２．固定資産
　　(１)有形固定資産
　　　　建物附属設備 2,021,782    
　　　　車両運搬具 50,368       
　　　　什器・備品 2,417,193    
　　　　有形固定資産計 4,489,343    
　　(２)無形固定資産
　　　　書店営業権 -            
　　　　無形固定資産計 -            
　　(３)投資その他の資産
　　　　信用金庫出資金（２行） 100,000      
　　　　保証金（賃借保証金、営業保証金） 2,990,000    
　　　　投資その他の資産計 3,090,000    
　　　固定資産合計 7,579,343     
　資産合計 16,342,990    
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　未払金 3,162,030    
　　　　未払給与等 54,660       
　　　　割賦未払金（３契約） 3,107,370    
　　　前受金 327,260      
　　　　会費等 35,000       
　　　　フリースペース事業 105,000      
　　　　学習支援事業 29,760       
　　　　就労支援事業 157,500      
　　　預り金 -            
　　　未払法人税 69,993       
　　　未払消費税等 59,300       
　　　流動負債合計 3,618,583     
　２．固定負債
　　　長期借入金 19,112,000   
　　　　三浦藤沢信金借入金３口 8,502,000    
　　　　役員借入金 9,610,000    
　　　　その他の借入金 1,000,000    
　　　固定負債合計 19,112,000    
　負債合計 22,730,583    
　正味財産 △6,387,593   



計算書類の注記
2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか

１．重要な会計方針
　計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2011年7月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ会計基準協議会）
　によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　  最終仕入原価法による原価法により評価しています。

（2）固定資産の減価償却の方法
　  有形固定資産は、法人税法に規定する定率法により償却しています。
　  無形固定資産については、法人税法に規定する定額法により償却しています。
　  過年度の未償却額については、「過年度減価償却費」として一括計上しています。

（3）引当金の計上基準
　 　引当金の計上はしていません。

（4）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
　　 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理は現在のところ行っていません。

（5）ボランディアによる役務の提供
　　 ボランティアによる役務の提供については現在のところ金額認識をしていません。

（6）消費税等の会計処理
　　 消費税等の会計処理は、税抜き経理方式によっています。

２．会計方針の変更
　本年度より、ＮＰＯ法人会計基準に基づいた会計処理に変更しました。

３．事業別損益の状況
　当法人が行っている各事業別の損益の状況は以下の通りです。
　なお、当法人は特定非営利活動以外の事業を行っていません。
《別紙参照》

４．使途等が制約された寄附金等の内訳
　使途等が制約された寄附金等の内訳正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

（単位：円）（単位：円）
内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

基盤基礎寄附金 -              4,040,000    476,640      3,563,360      
-              

　合計 -              4,040,000    476,640      3,563,360      

　その他、地方自治体等から下記の交付金を受けています。
（単位：円）

備考
法人事務所・事業所賃料の支援

（単位：円）
内容 交付額

横須賀市市民部 708,000        
市民生活課

横浜市 208,950        

横須賀市福祉部 1,218,000      

備考
横須賀市特定非営利活動法人補助金「よこすか元気ファンド」

※事業収益に計上しています。

社会的居場所づくり事業業務委託

横浜市青少年センターにおける社会参加・就労体験事業業務委託（書籍販売体験）

横須賀市福祉部 1,218,000      
生活福祉課

　合計 2,134,950      -                                                                             

社会的居場所づくり事業業務委託
※事業収益に計上しています。
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