
備　　考

Ⅰ 経常収益

１．受取会費（個人・団体） 2,045,536 法人、個人、学生、200名

２．受取寄付・賛助金 6,754,597
ﾉﾊﾞﾙﾃｲｽﾌｧｰﾏ､ｱｲｴｽｴﾌﾈｯﾄ
個人寄付、カンパ

３．事業収益

①

実施謝礼 1,980,452
２９校４０日　小学生316名、中学生1589名
高校生1258名、計3210名

企業支援（寄付） 8,031,954
ノバルティスファーマ、WOWOW
日本コカ・コーラ、スカパー、他

1,641,500 研修講座11回開催

委託、助成金 6,415,000
生活保護受給世帯児童への
教育支援（川崎市）

② キャリアプログラムの普及啓発事業収益

ア  パートナー連携 1,290,093 全教研、北見地域生活支援NET、啐啄塾
いわてキャリアコンサルタント研究会

イ  講演 237,950 講演謝金

ウ  普及啓発 0

③ 社会参加支援事業収益

ア  青年層支援 2,550,000 博報堂、神奈川県委託

イ 1,009,700
川崎商工会議所委託、
ｷｰﾊﾟｰｿﾝ21の日、

４．雑収益 40,874 内受取利息3100

　　経常収益 計（Ａ） 31,997,656

２０１４年度　活動計算書

（特定非営利活動に係る事業会計）

２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日まで

特定非営利活動法人キーパーソン２１

科　　目 金額（円）

小中高校生に対するキャリアプログラム
の実施事業収益

学校参加研修

 大人～シニア対象セミナー実施
　　委託料、受講料



備　　考

Ⅱ 経常費用

１　事業費

給料、謝金 10,814,800
給与、社会保険、運営担当者、協力者謝
金

人件費計 10,814,800

その他経費

業務委託費 5,875,535 Swiss Scholarship for Student in Fukusima

会議費 560,455 会場費

旅費交通費 1,406,337 スタッフ出張費

広告宣伝費 707,810 ビラ等

通信費 289,578 電話、切手、宅配、インターネット

事務・消耗品 373,702 事務用品､インク、コピー、消耗品他

保険料 19,760 学習支援児童保険

諸会費 32,120 他活動団体会費他

雑費 21,843 手数料

その他経費計 9,287,140

20,101,940

２　管理費

給料、謝金、法定福利等 2,236,415 経理、会員管理、庶務、社会保険

人件費計 2,236,415

その他経費

会議費 55,878 事務局、会場、茶菓

旅費交通費 326,137 事務局通勤費

通信費 217,993 電話、切手、宅配

事務・消耗品費 437,655 事務用品､インク、コピー、消耗品他

水道光熱費 64,913 電気､水道

家賃 1,918,740 家賃、礼金、更新料、修繕費

広告宣伝費 3,119,404 ＨＰ更新、サーバー料、ドメイン料等

保険料 9,440 火災保険

諸会費 89,960
川崎商工会議所、　INF
日本キャリア教育学会、　他

雑費 194,598 手数料、慶弔、お土産、他

その他経費計 6,434,718

8,671,133

　　経常費用　計（B） 28,773,073

　　税引前当期正味財産増減額（C)＝（A）-（B) 3,224,583

　　法人税、住民税、事業税（D) 70,624

　　当期正味財産増減額（E)＝（C)-（D) 3,153,959 （単年度）

　　前期繰越正味財産額（F） 9,349,303

　　次期繰越正味財産額（E)+（F) 12,503,262

今年度は「その他の事業は」実施していません。

金額（円）

事業費　計

(1)

(2)

(2)

管理費　計

科　　目

(1)



Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現   金 397,968

預   金 14,475,601

未収収益 2,785,543

     流動資産合計 17,659,112

２　固定資産

敷金 83,000

     固定資産合計 83,000

  資産合計 17,742,112

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

借 入 金 0

未 払 金 4,519,106

前 受 金 555,000

預 り 金 94,744

未払法人税等 70,000

     流動負債合計 5,238,850

２　固定負債

     固定負債合計 0

負債合計 5,238,850

Ⅲ　正味財産の部

正味財産 12,503,262

（当期正味財産増加額） (3,153,959)

17,742,112負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表

（特定非営利活動に係る事業会計）

２０１５年３月３１日現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人　キーパーソン２１

科     目 金     額



Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金 397,968

預金（みずほ905） 904,633

預金（みずほ675） 4,484,821

預金（三菱東京UFJ） 3,166,952

預金（郵便局） 702,570

預金（川信） 5,216,625

未収収益（委託金他） 2,785,543

     流動資産合計 17,659,112

２　固定資産

敷金 83,000

     固定資産合計 83,000

  資産合計 17,742,112

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

借入金 0

未払金 (委託費、旅費　他) 4,519,106

前受金 (会費） 555,000

預り金 (源泉税、社会保険) 94,744

未払法人税等 70,000

     流動負債合計 5,238,850

２　固定負債

     固定負債合計 0

負債合計 5,238,850

Ⅲ　正味財産の部

正味財産 12,503,262

（当期正味財産増加額） (3,153,959)

17,742,112

科     目 金     額

負債及び正味財産合計

財　　産　　目　　録
（特定非営利活動に係る事業会計）

２０１５年３月３１日現在

特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人　キーパーソン２１


	2014KPBS_01
	2014KPBS_02

