
書式第１６号（法第２８条関係）

　　令和３年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　多言語多読

１． 重要な会計方針

　　 　計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

　

　 （１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価基準・最終仕入原価法

　 （２）固定資産の減価償却の方法

該当なし

　 （３）引当金の計上基準

該当なし

　 （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

該当なし

（６）消費税等の会計処理
税込方式

２． 事業別損益の状況

（単位：円）

科目 制作･出版事業英語･支援者　　　　養成日本語・実践研究事業 英語･実践
研究事業

韓国語･実践　　
研究事業

ｽﾍﾟｲﾝ語･実践　　
研究事業

日本語･普及　　　　
啓発事業

英語・普及　　　　
啓発事業

韓国語･普及　　　
啓発事業

全体・普及　　　　
啓発事業

物品販売　　　　
事業

事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益
 １． 受取会費 (0) (1,404,000) (1,404,000)

 ２． 受取寄附金 (0) (244,832) (244,832)

 ２． 受取助成金 (0) (0) (0)

 ３． 事業収益 (2,299,842) (0) (528,550) (3,670,717) (62,000) (26,600) (524,600) (907,126) (5,000) (221,600) (11,667) (8,257,702) (8,257,702)

 ４． その他収益 (14,030) (2,630) (1,900) (180) (280) (2,340) (21,360) (1,301,375) (1,322,735)

経常収益計 (2,313,872) (0) (528,550) (3,673,347) (62,000) (26,600) (526,500) (907,306) (5,280) (221,600) (14,007) (8,279,062) (2,950,207) (11,229,269)

Ⅱ　経常費用

（１）人件費

役員報酬 (987,956) (281,538) (1,193,340) (516,153) (575,214) (334,016) (3,888,217) (144,782) (4,032,999)

給料 (60,000) (60,000) (658,600) (718,600)

人件費計 (1,047,956) (0) (281,538) (1,193,340) (0) (0) (516,153) (575,214) (0) (334,016) (0) (3,948,217) (803,382) (4,751,599)

（２）その他経費

売上原価 (23,311) (198,110) (8,649) (1,400) (3,424) (234,894) (234,894)

　期首棚卸高 (40,488) (66,330) (91,648) (70,686) (19,554) (11,128) (299,834)

　当期仕入高 (40,850) (167,530) (1,400) (209,780)

　期末棚卸高 (58,027) (35,750) (91,648) (62,037) (19,554) (7,704) (274,720)

報酬 (136,283) (87,250) (1,020,867) (100,000) (214,000) (97,000) (1,655,400) (264,000) (1,919,400)

事務用消耗品費 (19,758) (235) (7,132) (320) (134,460) (161,905) (76,606) (238,511)

旅費交通費 (67,399) (27,150) (127,642) (38,614) (78,327) (237,745) (576,877) (22,443) (599,320)

通信費 (17,817) (1,106) (11,617) (9,802) (1,527) (23,502) (2,810) (68,181) (104,687) (172,868)

図書費 (8,146) (51,183) (59,329) (59,329)

広告宣伝費 (16,982) (16,982) (16,982)

水道光熱費 (4,318) (12,956) (43,189) (6,910) (4,318) (863) (863) (73,417) (12,961) (86,378)

地代家賃 (67,980) (203,940) (679,800) (108,768) (67,980) (13,596) (13,596) (1,155,660) (203,940) (1,359,600)

会議費 (19,284) (19,284) (3,758) (23,042)

支払手数料 (3,146) (2,526) (18,909) (4,487) (244) (11,490) (261) (41,063) (44,945) (86,008)

保険料 (0) (0) (0)

租税公課 (0) (412,906) (412,906)

雑費 (3,630) (2,000) (5,000) (10,630) (10,630)

その他経費計 (343,642) (0) (340,783) (2,144,066) (115,678) (72,298) (167,645) (321,449) (244) (561,322) (6,495) (4,073,622) (1,146,246) (5,219,868)

経常費用計 (1,391,598) (0) (622,321) (3,337,406) (115,678) (72,298) (683,798) (896,663) (244) (895,338) (6,495) (8,021,839) (1,949,628) (9,971,467)



書式第１６号（法第２８条関係）

　　令和３年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人　多言語多読

１． 重要な会計方針

　　 　計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

　

当期経常増減額 922,274 0 △ 93,771 335,941 △ 53,678 △ 45,698 △ 157,298 10,643 5,036 △ 673,738 7,512 257,223 1,000,579 1,257,802

３． 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容 金額 算定方法
　該当なし

４． 使途等が制約された寄附金等の内訳

（単位：円）
内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

申請事業名 第8回ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「図書館多読への招待」in米沢公益財団法人図書館振興財団　 430,000 0 430,000 0

助成金

合計 430,000 0 430,000 0

５． 固定資産の増減内訳

（単位：円）
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産 0 0 0 0 0 0

無形固定資産 0 0 0 0 0 0

投資その他の資産

敷金 300,000 0 0 0 0 300,000

合計 300,000 0 0 0 0 300,000

６． 借入金の増減内訳

（単位：円）
科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

合計

７． 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

８．
その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

　・　事業費と管理費の按分方法

共通経費については、従事時間の比率にて按分しています。

　・　その他の事業に係る資産の状況

該当なし
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