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至 平成27年 3月31日

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

福岡県福岡市中央区今泉
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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成27年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金        1,219,732 

   西日本シティ        3,497,940   短期借入金          712,580 

   西日本シティ２        5,918,612   預　り　金           48,551 

    現金・預金 計        9,416,552   留学預り金        5,049,320 

  （売上債権）   仮　受　金          705,600 

   売　掛　金          108,000    流動負債  計        7,735,783 

    売上債権 計          108,000  【固定負債】

  （その他流動資産）   長期借入金        1,000,000 

   立　替　金           98,868    固定負債  計        1,000,000 

    その他流動資産  計           98,868 負債の部合計        8,735,783 

     流動資産合計        9,623,420 正　味　財　産　の　部

 【固定資産】  【正味財産】

  （無形固定資産）   前期繰越正味財産額        △245,280 

   ソフトウェア          111,510   当期正味財産増減額        1,244,427 

    無形固定資産  計          111,510    正味財産　計          999,147 

     固定資産合計          111,510 正味財産の部合計          999,147 

資産の部合計        9,734,930 負債・正味財産の部合計        9,734,930 



全事業所 平成27年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      西日本シティ        3,497,940 

      西日本シティ２        5,918,612 

        現金・預金 計        9,416,552 

    （売上債権）

      売　掛　金          108,000 

        売上債権 計          108,000 

    （その他流動資産）

      立　替　金           98,868 

        その他流動資産  計           98,868 

          流動資産合計        9,623,420 

  【固定資産】

    （無形固定資産）

      ソフトウェア          111,510 

        無形固定資産  計          111,510 

          固定資産合計          111,510 

            資産の部  合計        9,734,930 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        1,219,732 

      窪田         (659,862)

      その他補助         (559,870)

    短期借入金          712,580 

      窪田         (712,580)

    預　り　金           48,551 

      住民税特別徴収           (4,800)

      報酬源泉所得税           (7,656)

      給与源泉所得税           (8,760)

      雇用保険           (7,335)

      その他補助          (20,000)

    留学預り金        5,049,320 

    仮　受　金          705,600 

      流動負債  計        7,735,783 

  【固定負債】

    長期借入金        1,000,000 

      固定負債  計        1,000,000 

        負債の部  合計        8,735,783 

        正味財産          999,147 



NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27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        1,712,944 

  【事業収益】

    留学売上高        7,657,510 

    カナエール事業収益        1,296,000 

  【その他収益】

    受取　利息              158 

    雑　収　益           16,000 

        経常収益  計       10,682,612 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,275,200 

      法定福利費(事業)          365,591 

        人件費計        2,640,791 

    （その他経費）

      業務委託費          896,526 

        その他経費計          896,526 

          事業費  計        3,537,317 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        2,243,138 

        人件費計        2,243,138 

    （その他経費）

      会　議　費           81,900 

      旅費交通費          354,024 

      通信運搬費          415,428 

      消耗品　費          374,556 

      水道光熱費           55,472 

      地代　家賃          684,000 

      広告宣伝費          781,564 

      接待交際費          255,305 

      新聞図書費            8,579 

      減価償却費            1,890 

      諸　会　費           72,330 

      租税　公課            3,300 

      支払手数料          477,285 

      雑　　　費           92,097 

        その他経費計        3,657,730 

          管理費  計        5,900,868 

            経常費用  計        9,438,185 

              当期経常増減額        1,244,427 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】



NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額        1,244,427 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額        1,244,427 

          前期繰越正味財産額        △245,280 

          次期繰越正味財産額          999,147 



全事業所 自 平成26年 4月 1日　至 平成27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）NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金        1,712,944 

  【事業収益】

    留学売上高        7,657,510 

    カナエール事業収益        1,296,000 

  【その他収益】

    受取　利息              158 

    雑　収　益           16,000 

      経常収益  計       10,682,612 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,275,200 

      法定福利費(事業)          365,591 

        人件費計        2,640,791 

    （その他経費）

      業務委託費          896,526 

        その他経費計          896,526 

          事業費  計        3,537,317 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        2,243,138 

        人件費計        2,243,138 

    （その他経費）

      会　議　費           81,900 

      旅費交通費          354,024 

      通信運搬費          415,428 

      消耗品　費          374,556 

      水道光熱費           55,472 

      地代　家賃          684,000 

      広告宣伝費          781,564 

      接待交際費          255,305 

      新聞図書費            8,579 

      減価償却費            1,890 

      諸　会　費           72,330 

      租税　公課            3,300 

      支払手数料          477,285 

      雑　　　費           92,097 

        その他経費計        3,657,730 

          管理費  計        5,900,868 

            経常費用  計        9,438,185 

              当期経常増減額        1,244,427 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】



全事業所 自 平成26年 4月 1日　至 平成27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）NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

  経常外費用  計                0 

    税引前当期正味財産増減額        1,244,427 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額        1,244,427 

      前期繰越正味財産額        △245,280 

      次期繰越正味財産額          999,147 



一般向留学事業 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

収益事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

【経常収益】

  【事業収益】

    留学売上高        7,657,510 

    カナエール事業収益        1,296,000 

  【その他収益】

    受取　利息              126 

    雑　収　益           16,000 

      経常収益  計        8,969,636 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,275,200 

      法定福利費(事業)          365,591 

        人件費計        2,640,791 

    （その他経費）

        その他経費計                0 

          事業費  計        2,640,791 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        2,039,124 

        人件費計        2,039,124 

    （その他経費）

      会　議　費           73,710 

      旅費交通費          318,619 

      通信運搬費          373,883 

      消耗品　費          338,619 

      水道光熱費           49,924 

      地代　家賃          615,598 

      広告宣伝費          729,436 

      接待交際費          231,152 

      新聞図書費            7,721 

      減価償却費            1,890 

      諸　会　費           65,097 

      租税　公課            2,970 

      支払手数料          429,555 

      雑　　　費           82,888 

        その他経費計        3,321,062 

          管理費  計        5,360,186 

            経常費用  計        8,000,977 

              当期経常増減額          968,659 

【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          968,659 



一般向留学事業 自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

収益事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワ

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額          968,659 

      前期繰越正味財産額        △220,752 

      次期繰越正味財産額          747,907 


