
 

 

  

[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金 13,200,000 
   現　　　金 2,669,835   預　り　金 645,132 
   普通　預金 53,369,939    流動負債  計 13,845,132 
    現金・預金 計 56,039,774  【固定負債】
  （売上債権）   撤去費用等引当金 1,620,000 
   未　収　金 12,378,962    固定負債  計 1,620,000 
   クーポン未収金 524,500 負債合計 15,465,132 
    売上債権 計 12,903,462 
  （その他流動資産）  【正味財産】
   前払　費用 99,524   前期繰越正味財産額 48,328,264 
    その他流動資産  計 99,524   当期正味財産増減額 6,474,408 
     流動資産合計 69,042,760    正味財産　計 54,802,672 
 【固定資産】 正味財産合計 54,802,672 
  （有形固定資産）
   什器　備品 1,304,000 
   減価償却累計額 △ 1,303,999 
   建物付属設備 1,436,432 
   建物減価償却累計額 △ 646,389 
    有形固定資産  計 790,044 
  （投資その他の資産）
   敷　　　金 435,000 
    投資その他の資産  計 435,000 
     固定資産合計 1,225,044 

資産合計 70,267,804 負債及び正味財産合計 70,267,804 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部
全事業所 令和4年 3月31日 現在
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 2,669,835 

      普通　預金 53,369,939 

        りそな銀行 (30,704,779)

        みずほ銀行 (22,305,061)

        農協 (360,099)

        現金・預金 計 56,039,774 

    （売上債権）

      未　収　金 12,378,962 

      クーポン未収金 524,500 

        売上債権 計 12,903,462 

    （その他流動資産）

      前払　費用 99,524 

        その他流動資産  計 99,524 

          流動資産合計 69,042,760 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器　備品 1,304,000 

      減価償却累計額 △ 1,303,999 

      建物付属設備 1,436,432 

      建物減価償却累計額 △ 646,389 

        有形固定資産  計 790,044 

    （投資その他の資産）

      敷　　　金 435,000 

        投資その他の資産  計 435,000 

          固定資産合計 1,225,044 

            資産の部  合計 70,267,804 

  【流動負債】

    未　払　金 13,200,000 

    預　り　金 645,132 

      源泉所得税 (459,623)

      社会保険料 (158,559)

      雇用保険料 (7,050)

      住民税 (19,900)

      流動負債  計 13,845,132 

  【固定負債】

    撤去費用等引当金 1,620,000 

      固定負債  計 1,620,000 

        負債の部  合計 15,465,132 

        正味財産 54,802,672 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人ウイズアイ

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在全事業所



 

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 584,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 1,851,972 

  【受取助成金等】

    清瀬市受諾事業 15,019,348 

    清瀬市補助事業（一時保育） 26,000,000 

    清瀬市補助事業（独自事業） 291,162 

    清瀬市補助事業（子ども見守り） 9,723,000 

    小規模保育事業 38,811,320 89,844,830 

  福祉医療機構助成金 7,000,000 

  福祉医療機構事業収入 25,000 

  未来応援ネットワーク助成金 3,000,000 

  未来応援ネットワーク事業収入 13 

  キューピー助成金 1,000,000 

  キューピー事業収入 72,504 

  子どもが輝く東京事業助成金 1,856,000 12,953,517 

  【事業収益】

    子育て支援事業 18,555,112 

    子育てに関する普及啓発講座 470,900 

    子育て支援団体とのネットワーク 100,000 

    子育てに関する調査・研究事業 96,000 19,222,012 

  独自事業収益 337,000 

  【その他収益】

    受取　利息 141 

    行事参加費等収入 130,800 

    雑　収　益 2,815,988 

    職員給食費 25,300 2,972,229 

        経常収益  計 127,765,560 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      子育て支援・交流事業 73,719,450 

      子育てに関する普及・啓発 3,081,707 

      子育て支援団体ネットワーク 357,150 

      独自事業 432,725 

        人件費計 77,591,032 

    （民間助成金事業経費）

      未来応援ネットワーク人件費 812,000 

      未来応援ネットワークその他経費 2,188,013 

      キューピー人件費 65,000 

      キューピーその他経費 1,006,179 

      福祉医療機構人件費 4,440,481 

      福祉医療機構その他経費 3,155,503 

        （民間助成金事業経費） 合計 11,667,176 

    （その他経費）

      業務委託費 1,266,000 

      諸　謝　金 253,410 

      印刷製本費(事業) 245,252 

      会　議　費(事業) 31,685 

      旅費交通費(事業) 25,868 

      車　両　費(事業) 99,332 

      通信運搬費(事業) 419,742 

      消耗品　費(事業) 3,023,013 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日特定非営利活動法人ウイズアイ



 

      食材　費（事業） 595,953 

      修　繕　費(事業) 524,400 

      水道光熱費(事業) 1,086,690 

      地代　家賃(事業) 4,205,530 

      賃  借  料(事業) 429,720 

      保健衛生費 646,037 

      保　険　料(事業) 503,160 

      諸　会　費(事業) 16,000 

      租税　公課(事業) 7,600 

      研　修　費 777,632 

      支払手数料(事業) 152,640 

      支払寄付金 5,500 

      雑　　　費(事業) 27,390 

        その他経費計 14,342,554 

          事業費  計 103,600,762 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当 5,632,373 

      役員　報酬 2,400,000 

      法定福利費 7,082,119 

      福利厚生費 144,946 

        人件費計 15,259,438 

    （その他経費）

      通信運搬費 300,484 

      消耗品　費 5,002 

      広告宣伝費 143,000 

      接待交際費 5,142 

      新聞図書費 15,418 

      減価償却費 143,642 

      保　険　料 112,080 

      慶　弔　費 35,104 

      リース　料 1,095,600 

      租税　公課 2,900 

      支払報酬料 249,790 

      撤去費用等引当金繰入 360,000 

        その他経費計 2,468,162 

          管理費  計 17,727,600 

            経常費用  計 121,328,362 

              当期経常増減額 6,437,198 

【経常外収益】

  過年度損益修正益 37,210 

    経常外収益  計 37,210 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 6,474,408 

          当期正味財産増減額 6,474,408 

          前期繰越正味財産額 48,328,264 

          次期繰越正味財産額 54,802,672 


