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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2017年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   買  掛  金       11,278,655 

   現      金           56,926   未  払  金           81,830 

   普通  預金        2,882,728   短期借入金        1,605,000 

    SBIレミット口座         (469,120)   預  り  金            6,889 

    ジャパンネット銀行         (546,284)    流動負債  計       12,972,374 

    郵便貯金       (1,461,640) 負債の部合計       12,972,374 

    富士宮信用金庫         (305,164) 正　味　財　産　の　部

    郵便振替         (100,520)  【正味財産】

    現金・預金 計        2,939,654   正味  財産        4,190,439 

  （売上債権）   (うち当期正味財産増加額)        1,013,290 

   売  掛  金            4,860    正味財産  計        4,190,439 

    売上債権 計            4,860 正味財産の部合計        4,190,439 

  （その他流動資産）  

   立  替  金          827,177  

   短期貸付金        1,605,000  

    その他流動資産  計        2,432,177  

     流動資産合計        5,376,691  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   建物附属設備       10,508,777  

   什器  備品        1,277,345  

    有形固定資産  計       11,786,122  

     固定資産合計       11,786,122  

資産の部合計       17,162,813 負債・正味財産の部合計       17,162,813 



全事業所 2017年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           56,926 

      普通  預金        2,882,728 

        SBIレミット口座         (469,120)

        ジャパンネット銀行         (546,284)

        郵便貯金       (1,461,640)

        富士宮信用金庫         (305,164)

        郵便振替         (100,520)

        現金・預金 計        2,939,654 

    （売上債権）

      売  掛  金            4,860 

        売上債権 計            4,860 

    （その他流動資産）

      立  替  金          827,177 

      短期貸付金        1,605,000 

        その他流動資産  計        2,432,177 

          流動資産合計        5,376,691 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備       10,508,777 

      什器  備品        1,277,345 

        有形固定資産  計       11,786,122 

          固定資産合計       11,786,122 

            資産の部  合計       17,162,813 

《負債の部》

  【流動負債】

    買  掛  金       11,278,655 

    未  払  金           81,830 

    短期借入金        1,605,000 

    預  り  金            6,889 

      流動負債  計       12,972,374 

        負債の部  合計       12,972,374 

 

        正味財産        4,190,439 



全事業所 自 2016年 4月 1日　至 2017年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      事業  収入        6,049,286 

        心身のケア事業（癒し処）         (686,220)

        心身のケア事業（自然療法）             (200)

        有機農業の普及事業         (289,820)

        食の安全の事業           (9,500)

        国際協力事業         (520,159)

        循環型社会（古紙）         (499,404)

        循環型社会（木の花塾）       (1,502,550)

        循環型社会（太陽光）       (1,445,883)

        地域社会に繋がり事業（便利屋）       (1,095,550)

      正会員会費収入           36,000 

      賛助会員会費収入           10,000 

      補助金収入           69,870 

      寄付金収入        1,846,960 

      その他事業収入                5 

      受取利息収入            1,303 

        経常収入  計        8,013,424 

    【事業費】

      事業  支出        2,857,284 

        心身のケア（癒し処）         (271,720)

        心身のケア（自然療法）           (1,972)

        有機農業普及事業         (875,354)

        国際協力事業         (426,813)

        循環型社会（古紙）         (216,000)

        循環型社会（木の花塾）         (655,724)

        地域社会に繋がり事業（便利屋）         (354,326)

        その他の事業          (55,375)

      報酬  手当(事業)          347,410 

        心身のケア（癒し処）         (347,410)

      外  注  費        1,563,520 

        循環型社会（古紙）         (300,000)

        循環型社会（木の花塾）         (840,000)

        地域社会に繋がり事業         (423,520)

        当期事業費 計        4,768,214 

          合  計        4,768,214 

            事業費  計        4,768,214 

    【管理費】

      パソコン関連費          110,166 

      通  信  費          177,739 

      荷造  運賃           23,518 

      旅費交通費            1,120 

      事務用消耗品費          161,655 

      備品消耗品費            2,752 



全事業所 自 2016年 4月 1日　至 2017年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

      印刷製品費          101,750 

      租税  公課          101,050 

      リース  料           64,755 

      支払手数料           15,467 

      管理  諸費          458,672 

      雑      費            6,264 

      事業税           26,900 

        管理費  計        1,251,808 

          経常収支差額        1,993,402 

  ［その他資金収支の部］

    【その他資金収入】

      雑収入           32,620 

        その他資金収入  計           32,620 

    【その他資金支出】

      その他資金支出  計                0 

        当期収支差額        2,026,022 

        前期繰越収支差額        3,177,149 

        次期繰越収支差額        5,203,171 

《正味財産増減の部》

  【正味財産増加の部】

    当期収支差額        2,026,022 

      正味財産増加の部  計        2,026,022 

  【正味財産減少の部】

    正味財産減少の部  計                0 

      当期正味財産増加額        2,026,022 

      前期繰越正味財産額        3,177,149 

      当期正味財産合計        5,203,171 



全事業所 自 2016年 4月 1日　至 2017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）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      事業  収入        6,049,286 

        心身のケア事業（癒し処）         (686,220)

        心身のケア事業（自然療法）             (200)

        有機農業の普及事業         (289,820)

        食の安全の事業           (9,500)

        国際協力事業         (520,159)

        循環型社会（古紙）         (499,404)

        循環型社会（木の花塾）       (1,502,550)

        循環型社会（太陽光）       (1,445,883)

        地域社会に繋がり事業（便利屋）       (1,095,550)

      正会員会費収入           36,000 

      賛助会員会費収入           10,000 

      補助金収入           69,870 

      寄付金収入        1,846,960 

      その他事業収入                5 

      受取利息収入            1,303 

        経常収入  計        8,013,424 

    【事業費】

      事業  支出        2,857,284 

        心身のケア（癒し処）         (271,720)

        心身のケア（自然療法）           (1,972)

        有機農業普及事業         (875,354)

        国際協力事業         (426,813)

        循環型社会（古紙）         (216,000)

        循環型社会（木の花塾）         (655,724)

        地域社会に繋がり事業（便利屋）         (354,326)

        その他の事業          (55,375)

      報酬  手当(事業)          347,410 

        心身のケア（癒し処）         (347,410)

      外  注  費        1,563,520 

        循環型社会（古紙）         (300,000)

        循環型社会（木の花塾）         (840,000)

        地域社会に繋がり事業         (423,520)

        当期事業費 計        4,768,214 

          合  計        4,768,214 

            事業費  計        4,768,214 

    【管理費】

      パソコン関連費          110,166 

      通  信  費          177,739 

      荷造  運賃           23,518 

      旅費交通費            1,120 

      事務用消耗品費          161,655 

      備品消耗品費            2,752 



全事業所 自 2016年 4月 1日　至 2017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）特定非営利活動法人　ぐりーんぐらす

      印刷製品費          101,750 

      租税  公課          101,050 

      リース  料           64,755 

      支払手数料           15,467 

      管理  諸費          458,672 

      減価償却費        1,012,732 

      雑      費            6,264 

      事業税           26,900 

        管理費  計        2,264,540 

          経常収支差額          980,670 

 

            当期正味財産増加額        1,013,290 

            前期繰越正味財産額        3,177,149 

            当期正味財産合計        4,190,439 


