
書式第１３号（法第２８条関係）　　

(円)
科 科目

# 受取入会金 6,000
# 受取会費（正会員） 138,000
# 受取会費（賛助会員） 510,000
# 受取会費（法人会員） 550,000
# 受取会費（その他） 3,000

1,207,000

# 受取寄付金 4,788,871
# 受取マンスリーサポーター寄付 5,658,500

10,447,371

# 受取民間助成金 1,037,600
1,037,600

# 国際協力事業収益 497,620
497,620

# 受取利息 169
# 受取イベント会費 113,000

113,169
13,302,760

  役員報酬 2,622,600
  給料手当 606,872
  臨時雇賃金 271,041
  福利厚生費 55,672

3,556,185

  会議費 10,952
  交際費 79,778
  旅費交通費 1,089,092
  通信運搬費 58,988
  薬品・配布資材 379,212
  広告宣伝費 172,412
  消耗什器備品費 92,248
  消耗品費 17,599
  事務用品費 62,838
  修繕費 140,673
  新聞図書費 9,625
  研修費 3,766
  印刷製本費 5,291
  燃料費 61,625
  車両費 41,018
  水道光熱費 6,914
  支払地代家賃 892,230
  会場設営費 85,920
  保険料 50,200
  諸会費 10,406
  諸謝金 5,200
  支払手数料 49,035
  雑費 52,386

3,377,408
6,933,593

  役員報酬 1,607,400
  給料手当 2,470,415
  法定福利費 1,090,310
  福利厚生費 2,398

  受取会費計

平成28年度　活動計算書(報告書)
平成28年04月01日～平成29年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人
ミャンマー　ファミリー・クリニックと菜園の会

特定非営利活動に係る事業の会計

金　額
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
受取会費

  【人件費】

受取寄付金

  受取寄付金計
受取助成金等

  受取助成金等計
事業収益

  事業収益計
その他収益

  その他収益計
  経常収益合計
 (2)経常費用
 事業費

  【人件費計】
  【その他費用】

  【その他費用計】
  事業費計
 管理費
  【人件費】



(円)
科 科目

平成28年度　活動計算書(報告書)
平成28年04月01日～平成29年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人
ミャンマー　ファミリー・クリニックと菜園の会

特定非営利活動に係る事業の会計

金　額

5,170,523

  会議費 64,755
  交際費 14,006
  旅費交通費 140,793
  通信運搬費 463,435
  広告宣伝費 4,566
  消耗什器備品費 229,467
  消耗品費 76,437
  事務用品費 101,430
  新聞図書費 42,456
  研修費 242,580
  印刷製本費 137,154
  賃借料 900,000
  会場設営費 20,860
  保険料 4,800
  諸会費 78,000
  委託費 96,000
  支払手数料 360,454
  雑費 6,946

2,984,139
8,154,662

15,088,255
-1,785,495

# 過年度損益修正益 563,126
563,126

0
563,126

-1,222,369
-1,222,369
15,760,298
14,537,929

 当期経常増減額

  【人件費計】
  【その他費用】

  【その他費用計】
  管理費計
  経常費用合計

 税引前当期正味財産増減額
 当期正味財産増減額
 正味財産期首残高
 正味財産期末残高

 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益

  経常外収益合計
 (2)経常外費用
  経常外費用合計
 当期経常外増減額



書式第１５号（法第２８条関係）

　　　現金JPY 539,674 　　　未払金 176,403
　　　現金MMK 122,840 　　　預り金 64,221
　　　普通預金 326,798 　流動負債合計 240,624
　　　ゆうちょ銀行総合口座 2,769,495
　　　ゆうちょ銀行振替口座 10,496,871 　固定負債合計 0
　　　仮払金 522,874 負債合計 240,624
　流動資産合計 14,778,552

　正味財産期首残高 15,760,298
　　　車両運搬具 1 　当期正味財産増減額 -1,222,369
　固定資産合計 1 正味財産合計 14,537,929
 資産合計 14,778,553  負債及び正味財産合計 14,778,553

　固定資産

負債の部
　流動負債

　固定負債

正味財産の部

平成28年度     貸借対照表    (平成29年3月31日現在)

特定非営利活動法人　ミャンマー　ファミリー・クリニックと菜園の会
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)
資産の部
　流動資産



書式第１７号（法第２８条関係）

摘　　要

539,674
122,840
326,798

326,798

2,769,495

10,496,871

522,874
522,874

14,778,552

1
1
14,778,553

176,403
176,403

64,221
43,458
20,763

240,624

0
240,624

14,537,929正味財産合計

--源泉所得税
--雇用保険料
流動負債合計
固定負債
固定負債合計

負債合計

預り金

仮払金
--名知仁子
流動資産合計
固定資産
車両運搬具
固定資産合計

資産合計
負債の部
流動負債
未払金
--名知仁子

ゆうちょ銀行振替口座

平成28年度　特定非営利活動に係る事業の会計　財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人　ミャンマー　ファミリー・クリニックと菜園の会
(円)

科　　目 金　　額
資産の部
流動資産
現金JPY
現金MMK
普通預金
--三菱UFJ銀行西日
暮里支店普通

ゆうちょ銀行総合口座
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