
平成 30年度事業報告書 

 

  平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで 

 

特定非営利活動法人ぴあにしも 

 

１ 事業の成果 

 当年度の事業収益は、前年度より 400 万円減少し 2000 万円あまりとなった。事業経費は、人

件費が前年度とほぼ変わらず 1700 万円、その他の経費は前年度より 60 万円増加し 260 万円と

なった。事業利益は前年度より 400万円減少し 68万円となり減収減益となった。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

介護保険

法に基づ

く事業 

 

 

 

 

訪問看護及び訪問介護事業 随時 利用者

宅 

3名 要介護高齢

者 25名 

19,728

千円 

 

 



自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒520-3248
滋賀県湖南市菩提寺西四丁目１３番１２号

特定非営利活動法人　ぴあにしも

理事長　北村　美知

第６期

決算報告書



特定非営利活動法人　ぴあにしも
（単位：円）

科　　　　目
Ⅰ  経常収益
   1. 受取会費
      正会員受取会費 30,000
      賛助会員受取会費 18,000 48,000
   2. 事業収益
      医療保険収入 9,246,080
      介護保険収入 11,170,921 20,417,001
   3. その他収益
      受取利息 94
      雑収益 15,000 15,094
    経常収益計 20,480,095

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 14,535,286
        法定福利費 2,212,124
        通勤費 206,774
        福利厚生費 156,591
        人件費計 17,110,775
    (2) その他経費
        印刷製本費 60,200
        旅費交通費 1,570
        車両費 427,785
        通信運搬費 129,751
        消耗品費 445,660
        水道光熱費 7,416
        地代家賃 600,000
        保険料 10,000
        諸会費 18,000
        租税公課 14
        研修費 39,800
        支払手数料 574,474
        接待交際費 92,040
        リース料 198,840
        雑費 12,340
        その他経費計 2,617,890
      事業費計 19,728,665
    経常費用計 19,728,665
      当期経常増減額 751,430

Ⅲ  経常外収益
    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用
    経常外費用計 0
      税引前当期正味財産増減額 751,430
      法人税、住民税及び事業税 179,800
      当期正味財産増減額 571,630
      前期繰越正味財産額 8,865,567
      次期繰越正味財産額 9,437,197

活動計算書

平成 30年  4月  1日 から平成 31年  3月 31日 まで

金　　　　額



特定非営利活動法人　ぴあにしも
（単位：円）

科　　　　目
Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金 12,783,727
      未収金 1,129,064
      流動資産合計 13,912,791
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        有形固定資産計 0
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        投資その他の資産計 0
      固定資産合計 0
    資産合計 13,912,791

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      短期借入金 20,000
      未払金 4,244,364
      未払法人税等 179,800
      預り金 31,430
      流動負債合計 4,475,594
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 4,475,594

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 8,865,567
      当期正味財産増減額 571,630
    正味財産合計 9,437,197
    負債及び正味財産合計 13,912,791

貸借対照表

平成 31年  3月 31日 現在

金　　　　額



【様式３】

２．会計方針の変更

３．事業別損益の状況

４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

６．使途等が制約された寄附金等の内訳

期首残高

特定非営利活動法人　ぴあにしも

　計算書類の注記　

１．重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）に
よっています。

　　施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

　　 棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　・退職給付引当金
　　退職給付引当金は計上していません。なお、従業員の退職給付に備えるため、中小企業退職金共済に加入
してい　　　　　　ます。

(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

　　また計上額の算定方法は「４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) ボランティアによる役務の提供
　　ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の
提

（または「事業費の内訳」）

　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

会計方針の変更はありません。

(6) 消費税等の会計処理

（単位：円）
内容 金額 算定方法

（単位：円）

該当する取引はありません。

内容 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

内容 金額 算定方法
該当する取引はありません。

（単位：円）

該当する取引はありません。

合計

　　有形固定資産は、法人税法の規定に基づく定率法を採用しています。
　　なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を
    採用しています。
　　また、取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理していす。

複数の事業を実施しておりません。



【様式３】

７．固定資産の増減内訳
期首取得価額

0

８．借入金の増減内訳
期首残高

0
0

0

９．役員及びその近親者との取引の内容

１０．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

（単位：円）
科目 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

無形固定資産

投資その他の資産

0

長期借入金 0 0 0

合計 0 0 0 0

（単位：円）
科目 当期借入 当期返済 期末残高

短期借入金 20,000 0 20,000

受取寄附金

合計 20,000 0 20,000

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 （単位：円）
科目 計算書類に計上された金額 内、役員との取引 内、近親者及び支配法人等との取引

（活動計算書）

るために必要な事項

該当する事項はありません。

役員借入金
　貸借対照表計 4,244,364 2,274,000

0

委託料
　活動計算書計 0 0 0

0

（貸借対照表）
未払金 4,244,364 2,274,000



特定非営利活動法人　ぴあにしも
（単位：円）

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金 6,172
　　　普通預金 滋賀銀行石部支店 12,777,555
      未収金 国保連、利用者等 1,129,064
      流動資産合計 13,912,791
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        有形固定資産計 0
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        投資その他の資産計 0
      固定資産合計 0
    資産合計 13,912,791

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
　　　短期借入金 北村 20,000
      未払金 3月分給与 986,814

期末賞与 2,300,000
2~3月分社会保険料 642,348
その他 315,202

      未払法人税等 国税及び地方税 179,800
      預り金 源泉所得税 31,430
      流動負債合計 4,475,594
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 4,475,594
    正味財産 9,437,197

財　産　目　録

平成 31年  3月 31日 現在

科　　　　目 金　　　　額


