
第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ

福岡県福岡市中央区大名

2-10-1-A601

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成29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          457,844 

   現　　　金          128,222   預　り　金          137,761 

   西日本シティ        7,985,523   留学預り金       12,305,263 

   福岡銀行        5,278,418   未払法人税等          200,600 

   福岡中央        1,526,892    流動負債  計       13,101,468 

    現金・預金 計       14,919,055  【固定負債】

  （売上債権）   長期借入金        1,394,500 

   売　掛　金           63,027    固定負債  計        1,394,500 

   未　収　金          232,695 負債合計       14,495,968 

    売上債権 計          295,722 正　味　財　産　の　部

     流動資産合計       15,214,777  【正味財産】

 【固定資産】   前期繰越正味財産額        1,057,120 

  （無形固定資産）   当期正味財産増減額          262,979 

   ソフトウェア           66,150    正味財産　計        1,320,099 

    無形固定資産  計           66,150 正味財産合計        1,320,099 

  （投資その他の資産）

   長期前払費用          518,520 

   保険積立金           16,620 

    投資その他の資産  計          535,140 

     固定資産合計          601,290 

資産合計       15,816,067 負債及び正味財産合計       15,816,067 



全事業所 平成29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          128,222 

      西日本シティ        7,985,523 

      福岡銀行        5,278,418 

      福岡中央        1,526,892 

        現金・預金 計       14,919,055 

    （売上債権）

      売　掛　金           63,027 

      未　収　金          232,695 

        売上債権 計          295,722 

          流動資産合計       15,214,777 

  【固定資産】

    （無形固定資産）

      ソフトウェア           66,150 

        無形固定資産  計           66,150 

    （投資その他の資産）

      長期前払費用          518,520 

      保険積立金           16,620 

        投資その他の資産  計          535,140 

          固定資産合計          601,290 

            資産の部  合計       15,816,067 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          457,844 

    預　り　金          137,761 

    留学預り金       12,305,263 

    未払法人税等          200,600 

      流動負債  計       13,101,468 

  【固定負債】

    長期借入金        1,394,500 

      固定負債  計        1,394,500 

        負債の部  合計       14,495,968 

        正味財産        1,320,099 



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28年 4月 1日　至 平成29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          234,228 

  【事業収益】

    留学売上高       18,306,787 

  【その他収益】

    受取　利息              114 

    雑　収　益          566,000          566,114 

        経常収益  計       19,107,129 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        7,022,680 

      法定福利費(事業)        1,026,107 

      福利厚生費(事業)           39,604 

        人件費計        8,088,391 

    （その他経費）

      会　議　費(事業)          131,462 

      旅費交通費(事業)          483,436 

      通信運搬費(事業)          656,740 

      消耗品　費(事業)          384,731 

      水道光熱費(事業)           11,202 

      地代　家賃(事業)        1,620,000 

      減価償却費(事業)           22,680 

      保　険　料(事業)            9,890 

      租税　公課(事業)           15,000 

      支払手数料(事業)        1,089,382 

      為替　差損        1,324,917 

      外　注　費        1,000,000 

      雑　　　費(事業)          140,900 

        その他経費計        6,890,340 

          事業費  計       14,978,731 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,258,600 

      法定福利費          132,131 

        人件費計        1,390,731 

    （その他経費）

      会　議　費           25,236 

      旅費交通費           37,602 

      通信運搬費           84,003 

      消耗品　費          157,625 

      水道光熱費           73,617 

      地代　家賃          221,500 

      広告宣伝費          755,631 

      接待交際費          397,331 



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28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      新聞図書費            7,918 

      保　険　料           55,770 

      諸　会　費           96,314 

      租税　公課            9,200 

      支払手数料          223,917 

      支払　利息          101,407 

      雑　　　費           27,000 

        その他経費計        2,274,071 

          管理費  計        3,664,802 

            経常費用  計       18,643,533 

              当期経常増減額          463,596 

【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          463,596 

        法人税、住民税及び事業税          200,617 

          当期正味財産増減額          262,979 

          前期繰越正味財産額        1,057,120 

          次期繰越正味財産額        1,320,099 



全事業所 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          234,228 

  【事業収益】

    留学売上高       18,306,787 

  【その他収益】

    受取　利息              114 

    雑　収　益          566,000 

        経常収益  計       19,107,129 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        7,022,680 

      法定福利費(事業)        1,026,107 

      福利厚生費(事業)           39,604 

        人件費計        8,088,391 

    （その他経費）

      会　議　費(事業)          131,462 

      旅費交通費(事業)          483,436 

      通信運搬費(事業)          656,740 

      消耗品　費(事業)          384,731 

      水道光熱費(事業)           11,202 

      地代　家賃(事業)        1,620,000 

      減価償却費(事業)           22,680 

      保　険　料(事業)            9,890 

      租税　公課(事業)           15,000 

      支払手数料(事業)        1,089,382 

      為替　差損        1,324,917 

      外　注　費        1,000,000 

      雑　　　費(事業)          140,900 

        その他経費計        6,890,340 

          事業費  計       14,978,731 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,258,600 

      法定福利費          132,131 

        人件費計        1,390,731 

    （その他経費）

      会　議　費           25,236 

      旅費交通費           37,602 

      通信運搬費           84,003 

      消耗品　費          157,625 

      水道光熱費           73,617 

      地代　家賃          221,500 

      広告宣伝費          755,631 

      接待交際費          397,331 



全事業所 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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

      新聞図書費            7,918 

      保　険　料           55,770 

      諸　会　費           96,314 

      租税　公課            9,200 

      支払手数料          223,917 

      支払　利息          101,407 

      雑　　　費           27,000 

        その他経費計        2,274,071 

          管理費  計        3,664,802 

            経常費用  計       18,643,533 

              当期経常増減額          463,596 

【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          463,596 

    法人税、住民税及び事業税          200,617 

      当期正味財産増減額          262,979 

      前期繰越正味財産額        1,057,120 

      次期繰越正味財産額        1,320,099 



一般向留学事業 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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       18,306,787 

  【その他収益】

    受取　利息              110 

    雑　収　益          562,700 

        経常収益  計       18,869,597 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)        7,022,680 

      法定福利費(事業)        1,023,945 

      福利厚生費(事業)           39,604 

        人件費計        8,086,229 

    （その他経費）

      会　議　費(事業)          125,747 

      旅費交通費(事業)          459,289 

      通信運搬費(事業)          629,936 

      消耗品　費(事業)          377,550 

      水道光熱費(事業)           10,642 

      地代　家賃(事業)        1,539,000 

      減価償却費(事業)           22,680 

      保　険　料(事業)            9,890 

      租税　公課(事業)           15,000 

      支払手数料(事業)        1,008,630 

      為替　差損        1,324,917 

      外　注　費        1,000,000 

      雑　　　費(事業)          135,680 

        その他経費計        6,658,961 

          事業費  計       14,745,190 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,201,030 

      法定福利費          132,668 

        人件費計        1,333,698 

    （その他経費）

      会　議　費           24,079 

      旅費交通費           35,730 

      通信運搬費           79,804 

      消耗品　費          149,757 

      水道光熱費           69,936 

      地代　家賃          210,425 

      広告宣伝費          752,698 

      接待交際費          379,581 

      新聞図書費            7,522 

      保　険　料           52,981 



一般向留学事業 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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

      諸　会　費           91,498 

      租税　公課            8,739 

      支払手数料          211,486 

      支払　利息           96,336 

      雑　　　費           25,650 

        その他経費計        2,196,222 

          管理費  計        3,529,920 

            経常費用  計       18,275,110 

              当期経常増減額          594,487 

【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          594,487 

    法人税、住民税及び事業税          200,617 

      当期正味財産増減額          393,870 

      前期繰越正味財産額        1,246,649 

      次期繰越正味財産額        1,640,519 


