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自 平成29年 4月 1日

至 平成29年12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12月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
 （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        4,540,558 

   現　　　金           81,240   預　り　金           31,000 

   西日本シティ       13,619,578   留学預り金       13,440,838 

   福岡銀行        3,155,169   未払法人税等          716,600 

   福岡銀行（ワンステップ）          426,640   未払消費税等          195,500 

   福岡中央        5,766,717    流動負債  計       18,924,496 

    現金・預金 計       23,049,344  【固定負債】

  （売上債権）   長期借入金        1,084,000 

   売　掛　金          393,602    固定負債  計        1,084,000 

    売上債権 計          393,602 負債合計       20,008,496 

  （その他流動資産） 正　味　財　産　の　部

   立　替　金            5,840  【正味財産】

    その他流動資産  計            5,840   前期繰越正味財産額        1,320,099 

     流動資産合計       23,448,786   当期正味財産増減額        3,109,433 

 【固定資産】    正味財産　計        4,429,532 

  （無形固定資産） 正味財産合計        4,429,532 

   ソフトウェア           49,140 

    無形固定資産  計           49,140 

  （投資その他の資産）

   長期前払費用          773,902 

   保険積立金          166,200 

    投資その他の資産  計          940,102 

     固定資産合計          989,242 

資産合計       24,438,028 負債及び正味財産合計       24,438,028 



全事業所 平成29年12月31日 現在

財　産　目　録
 （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           81,240 

      西日本シティ       13,619,578 

      福岡銀行        3,155,169 

      福岡銀行（ワンステップ）          426,640 

      福岡中央        5,766,717 

        現金・預金 計       23,049,344 

    （売上債権）

      売　掛　金          393,602 

        売上債権 計          393,602 

    （その他流動資産）

      立　替　金            5,840 

        その他流動資産  計            5,840 

          流動資産合計       23,448,786 

  【固定資産】

    （無形固定資産）

      ソフトウェア           49,140 

        無形固定資産  計           49,140 

    （投資その他の資産）

      長期前払費用          773,902 

      保険積立金          166,200 

        投資その他の資産  計          940,102 

          固定資産合計          989,242 

            資産の部  合計       24,438,028 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金        4,540,558 

    預　り　金           31,000 

    留学預り金       13,440,838 

    未払法人税等          716,600 

    未払消費税等          195,500 

      流動負債  計       18,924,496 

  【固定負債】

    長期借入金        1,084,000 

      固定負債  計        1,084,000 

        負債の部  合計       20,008,496 

        正味財産        4,429,532 



【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金 953,476 

  【事業収益】

    留学売上高 14,526,912 

    保険売上高 3,836,349 

    サポート売上高 5,212,833 

    その他売上 154,000 23,730,094 

  【その他収益】

    受取　利息 67 

    雑　収　益 423,206 423,273 

        経常収益  計 25,106,843 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 9,452,811 

      法定福利費(事業) 1,713,874 

      福利厚生費(事業) 145,000 

        人件費計 11,311,685 

    （その他経費）

      会　議　費(事業) 20,590 

      旅費交通費(事業) 691,690 

      通信運搬費(事業) 151,703 

      消耗品　費(事業) 158,173 

      水道光熱費(事業) 80,651 

      減価償却費(事業) 17,010 

      保　険　料(事業) 191,260 

      研　修　費 79,798 

      支払手数料(事業) 222,607 

      為替　差損 566,193 

      外　注　費 1,442,596 

      長期前払費用償却費(事業) 5,833 

        その他経費計 3,628,104 

          事業費  計 14,939,789 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当 1,580,000 

      福利厚生費 287,180 

        人件費計 1,867,180 

    （その他経費）

      会　議　費 151,847 

      旅費交通費 163,668 

      通信運搬費 279,144 

      消耗品　費 396,248 

活　動　計　算　書
（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成29年12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



活　動　計　算　書
（単位：円）

自 平成29年 4月 1日  至 平成29年12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

      地代　家賃 1,978,226 

      広告宣伝費 262,551 

      接待交際費 383,875 

      新聞図書費 61,923 

      保　険　料 3,500 

      諸　会　費 77,500 

      支払手数料 697,957 

      支払　利息 17,392 

        その他経費計 4,473,831 

          管理費  計 6,341,011 

            経常費用  計 21,280,800 

              当期経常増減額 3,826,043 

【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 3,826,043 

        法人税、住民税及び事業税 716,610 

          当期正味財産増減額 3,109,433 

          前期繰越正味財産額 1,320,099 

          次期繰越正味財産額 4,429,532 



（単位：円）

全事業所

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金 953,476 

  【事業収益】

    留学売上高 14,526,912 

    保険売上高 3,836,349 

    サポート売上高 5,212,833 

    その他売上 154,000 

  【その他収益】

    受取　利息 67 

    雑　収　益 423,206 

        経常収益  計 25,106,843 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 9,452,811 

      法定福利費(事業) 1,713,874 

      福利厚生費(事業) 145,000 

        人件費計 11,311,685 

    （その他経費）

      会　議　費(事業) 20,590 

      旅費交通費(事業) 691,690 

      通信運搬費(事業) 151,703 

      消耗品　費(事業) 158,173 

      水道光熱費(事業) 80,651 

      減価償却費(事業) 17,010 

      保　険　料(事業) 191,260 

      研　修　費 79,798 

      支払手数料(事業) 222,607 

      為替　差損 566,193 

      外　注　費 1,442,596 

      長期前払費用償却費(事業) 5,833 

        その他経費計 3,628,104 

          事業費  計 14,939,789 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当 1,580,000 

      福利厚生費 287,180 

        人件費計 1,867,180 

    （その他経費）

      会　議　費 151,847 

      旅費交通費 163,668 

      通信運搬費 279,144 

      消耗品　費 396,248 

      地代　家賃 1,978,226 

      広告宣伝費 262,551 

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29年 4月 1日  至 平成29年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



（単位：円）

全事業所
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29年 4月 1日  至 平成29年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

      接待交際費 383,875 

      新聞図書費 61,923 

      保　険　料 3,500 

      諸　会　費 77,500 

      支払手数料 697,957 

      支払　利息 17,392 

        その他経費計 4,473,831 

          管理費  計 6,341,011 

            経常費用  計 21,280,800 

              当期経常増減額 3,826,043 

【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 3,826,043 

    法人税、住民税及び事業税 716,610 

      当期正味財産増減額 3,109,433 

      前期繰越正味財産額 1,320,099 

      次期繰越正味財産額 4,429,532 



（単位：円）

一般向留学事業

【経常収益】

  【事業収益】

    留学売上高 14,526,912 

    保険売上高 3,836,349 

    サポート売上高 5,212,833 

    その他売上 154,000 

  【その他収益】

    受取　利息 67 

    雑　収　益 423,206 

        経常収益  計 24,153,367 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 9,399,311 

      法定福利費(事業) 1,628,178 

      福利厚生費(事業) 145,000 

        人件費計 11,172,489 

    （その他経費）

      会　議　費(事業) 7,048 

      旅費交通費(事業) 689,239 

      通信運搬費(事業) 134,956 

      消耗品　費(事業) 86,593 

      水道光熱費(事業) 76,618 

      減価償却費(事業) 17,010 

      保　険　料(事業) 183,173 

      研　修　費 79,798 

      支払手数料(事業) 176,489 

      為替　差損 566,193 

      外　注　費 1,437,596 

        その他経費計 3,454,713 

          事業費  計 14,627,202 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当 1,501,000 

      福利厚生費 278,676 

        人件費計 1,779,676 

    （その他経費）

      会　議　費 144,357 

      旅費交通費 155,484 

      通信運搬費 265,661 

      消耗品　費 376,435 

      地代　家賃 1,917,340 

      広告宣伝費 257,508 

      接待交際費 368,636 

      新聞図書費 58,828 

      保　険　料 3,325 

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29年 4月 1日  至 平成29年12月31日

収益事業会計損益計算書



（単位：円）

一般向留学事業
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29年 4月 1日  至 平成29年12月31日

収益事業会計損益計算書

      諸　会　費 73,625 

      支払手数料 664,527 

      支払　利息 16,522 

        その他経費計 4,302,248 

          管理費  計 6,081,924 

            経常費用  計 20,709,126 

              当期経常増減額 3,444,241 

【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 3,444,241 

    法人税、住民税及び事業税 716,610 

      当期正味財産増減額 2,727,631 

      前期繰越正味財産額 1,363,216 

      次期繰越正味財産額 4,090,847 


