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科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成28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ｰｽﾞ

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金          185,412 

   現　　　金           40,000   短期借入金          349,627 

   西日本シティ        4,548,473   預　り　金          116,641 

   西日本シティ２            1,903   留学預り金        2,636,198 

   福岡銀行            8,000   未払法人税等          155,000 

    現金・預金 計        4,598,376    流動負債  計        3,442,878 

  （売上債権）  【固定負債】

   売　掛　金          170,227   長期借入金          792,000 

    売上債権 計          170,227    固定負債  計          792,000 

  （その他流動資産） 負債の部合計        4,234,878 

   前払　費用           43,050 正　味　財　産　の　部

   立　替　金           79,515  【正味財産】

    その他流動資産  計          122,565   前期繰越正味財産額        1,002,147 

     流動資産合計        4,891,168   当期正味財産増減額           54,973 

 【固定資産】    正味財産　計        1,057,120 

  （無形固定資産） 正味財産の部合計        1,057,120 

   ソフトウェア           88,830 

    無形固定資産  計           88,830 

  （投資その他の資産）

   長期前払費用          312,000 

    投資その他の資産  計          312,000 

     固定資産合計          400,830 

資産の部合計        5,291,998 負債・正味財産の部合計        5,291,998 



全事業所 平成28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ｰｽﾞ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           40,000 

      西日本シティ        4,548,473 

      西日本シティ２            1,903 

      福岡銀行            8,000 

        現金・預金 計        4,598,376 

    （売上債権）

      売　掛　金          170,227 

        売上債権 計          170,227 

    （その他流動資産）

      前払　費用           43,050 

      立　替　金           79,515 

        その他流動資産  計          122,565 

          流動資産合計        4,891,168 

  【固定資産】

    （無形固定資産）

      ソフトウェア           88,830 

        無形固定資産  計           88,830 

    （投資その他の資産）

      長期前払費用          312,000 

        投資その他の資産  計          312,000 

          固定資産合計          400,830 

            資産の部  合計        5,291,998 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          185,412 

    短期借入金          349,627 

    預　り　金          116,641 

    留学預り金        2,636,198 

    未払法人税等          155,000 

      流動負債  計        3,442,878 

  【固定負債】

    長期借入金          792,000 

      固定負債  計          792,000 

        負債の部  合計        4,234,878 

        正味財産        1,057,120 



NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ 自 平成27年 4月 1日　至 平成28年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    賛助会員受取会費            6,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          268,910 

  【事業収益】

    留学売上高       11,860,413 

    カナエール事業収益          556,180 

  【その他収益】

    受取　利息            1,277 

    雑　収　益        1,856,228 

        経常収益  計       14,549,008 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        3,529,765 

      法定福利費(事業)          302,639 

        人件費計        3,832,404 

    （その他経費）

      旅費交通費(事業)        1,032,709 

      消耗品　費(事業)           24,057 

      支払手数料(事業)           30,000 

        その他経費計        1,086,766 

          事業費  計        4,919,170 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        3,053,809 

      福利厚生費           23,220 

        人件費計        3,077,029 

    （その他経費）

      会　議　費          154,069 

      旅費交通費          521,952 

      通信運搬費          817,763 

      消耗品　費          553,644 

      水道光熱費           68,266 

      地代　家賃        1,852,626 

      広告宣伝費          241,924 

      接待交際費          271,490 

      新聞図書費           38,023 

      減価償却費           22,680 

      保　険　料           29,326 

      諸　会　費           85,000 

      租税　公課            9,200 

      支払手数料        1,311,340 

      支払　利息           19,370 

      雑　　　費           89,705 



NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ 自 平成27年 4月 1日　至 平成28年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        その他経費計        6,086,378 

          管理費  計        9,163,407 

            経常費用  計       14,082,577 

              当期経常増減額          466,431 

【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          466,431 

        法人税、住民税及び事業税          411,458 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額           54,973 

          前期繰越正味財産額        1,002,147 

          次期繰越正味財産額        1,057,120 



全事業所 自 平成27年 4月 1日　至 平成28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ｰｽﾞ

【経常収益】

  【受取会費】

    賛助会員受取会費            6,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          268,910 

  【事業収益】

    留学売上高       11,860,413 

    カナエール事業収益          556,180 

  【その他収益】

    受取　利息            1,277 

    雑　収　益        1,856,228 

      経常収益  計       14,549,008 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        3,529,765 

      法定福利費(事業)          302,639 

        人件費計        3,832,404 

    （その他経費）

      旅費交通費(事業)        1,032,709 

      消耗品　費(事業)           24,057 

      支払手数料(事業)           30,000 

        その他経費計        1,086,766 

          事業費  計        4,919,170 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        3,053,809 

      福利厚生費           23,220 

        人件費計        3,077,029 

    （その他経費）

      会　議　費          154,069 

      旅費交通費          521,952 

      通信運搬費          817,763 

      消耗品　費          553,644 

      水道光熱費           68,266 

      地代　家賃        1,852,626 

      広告宣伝費          241,924 

      接待交際費          271,490 

      新聞図書費           38,023 

      減価償却費           22,680 

      保　険　料           29,326 

      諸　会　費           85,000 

      租税　公課            9,200 

      支払手数料        1,311,340 

      支払　利息           19,370 

      雑　　　費           89,705 



全事業所 自 平成27年 4月 1日　至 平成28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ｰｽﾞ

        その他経費計        6,086,378 

          管理費  計        9,163,407 

            経常費用  計       14,082,577 

              当期経常増減額          466,431 

【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          466,431 

    法人税、住民税及び事業税          411,458 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額           54,973 

      前期繰越正味財産額        1,002,147 

      次期繰越正味財産額        1,057,120 



一般向留学事業 自 平成27年 4月 1日　至 平成28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ｰｽﾞ

【経常収益】

  【事業収益】

    留学売上高       11,860,413 

    カナエール事業収益          556,180 

  【その他収益】

    受取　利息            1,213 

    雑　収　益        1,795,121 

      経常収益  計       14,212,927 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        3,529,765 

      法定福利費(事業)          302,639 

        人件費計        3,832,404 

    （その他経費）

      旅費交通費(事業)        1,123,832 

      支払手数料(事業)           30,000 

        その他経費計        1,153,832 

          事業費  計        4,986,236 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        2,913,409 

      福利厚生費           22,059 

        人件費計        2,935,468 

    （その他経費）

      会　議　費          146,366 

      旅費交通費          495,855 

      通信運搬費          784,113 

      消耗品　費          525,345 

      水道光熱費           64,851 

      地代　家賃        1,759,995 

      広告宣伝費          237,346 

      接待交際費          257,915 

      新聞図書費           37,302 

      減価償却費           22,680 

      保　険　料           28,053 

      諸　会　費           80,750 

      租税　公課            8,739 

      支払手数料        1,248,374 

      支払　利息           18,403 

      雑　　　費           85,220 

        その他経費計        5,801,307 

          管理費  計        8,736,775 

            経常費用  計       13,723,011 

              当期経常増減額          489,916 

【経常外収益】



一般向留学事業 自 平成27年 4月 1日　至 平成28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ｰｽﾞ

  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          489,916 

    法人税、住民税及び事業税          411,445 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額           78,471 

      前期繰越正味財産額          747,907 

      次期繰越正味財産額          826,378 


