
 
 

 

 

 

 

決 算 報 告 書 
非営利活動の部（一般会計） 

 
自  平成 20 年 4 月  1 日 
至  平成 21 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
国税庁認定 特定非営利活動法人 
C.P.I.教育文化交流推進委員会 



書式第１7号（法第２８条関係）

特定非営利活動

平成20年度　　　 一般会計　収支計算書

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

　　　　（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

収入の部

 会費収入

   正会員入会金 48,000

   正会員会費収入 10,928,000 10,976,000

 寄付金収入

　　ｽﾘﾗﾝｶ教育支援金収入 16,058,000

 　 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ教育支援金収入 5,798,000

   賛助寄付金収入 1,170,000

   ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ活動指定寄付金 2,888,839

   20周年顕彰事業寄付金 991,900

   C.P.I.ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ寄付金 125,140 27,031,879

 教材収入 1,500 1,500

 運営財産利息収入（国内） 49,702 49,702

     当 期 収入 38,059,081

     前 期 繰 越 金 6,231,188

     収 入 合 計 44,290,269

支出の部

 事業管理費（ 別紙 ） 9,956,155 9,956,155

 教育支援事業費

  ｽﾘﾗﾝｶ教育里親制度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 16,000,000

  ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ教育里親制度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5,844,698 21,844,698

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ特別会計拠出（別紙） 2,888,839 2,888,839

 ｽﾘﾗﾝｶ特別会計拠出（別紙） 4,000,000 4,000,000

 教育里親制度20周年顕彰事業 1,019,241 1,019,241

 海外出張費 1,126,116 1,126,116

 国内活動費

　 国内出張費 28,440

  総会関連活動費 269,009

  地域会活動費 88,960 386,409

 報告・広報費 969,679 969,679

 IT広報費 337,800 337,800

 未収金償却額 1,254,000 1,254,000

     当期支出 合 計 43,782,937

     当 期 収支差額 -5,723,856

     次 期 繰越収支差額 507,332

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



（別紙）　　　　　　　平成20年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特定非営利活動会計事業管理費

　　　　（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額

 専務者給与 3,600,000

 職員給与 1,800,000

 職員賞与 450,000

 雑給 679,700

 法定福利費 10,006

 福利厚生費 15,035

 旅費交通費 102,030

 交際費 87,105

 郵便料 182,100

 宅配メール便 36,820

 国内電話料 373,322

 海外電話料 245,109

 会議費 163,854

 消耗品費 209,547

 事務用品費 21,692

 運搬費 27,740

 水道光熱費 94,151

 賃借料 1,693,800

 図書研究費 9,425

 支払手数料 52,884

 諸会費 60,500

 雑費 35,935

 租税公課 5,400

事 業 管 理 費 計 9,956,155

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年 3月　31日まで



書式第１7号（法第２８条関係）

特定非営利活動

平成20年度　　　 一般会計 正味財産増減計算書

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

（増加原因の部）

 会費収入

   正会員入会金 48,000

   正会員会費収入 10,928,000 10,976,000

 寄付金収入

　　ｽﾘﾗﾝｶ教育支援金収入 16,058,000

 　 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ教育支援金収入 5,798,000

   賛助寄付金収入 1,170,000

   ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ活動指定寄付金 2,888,839

   20周年顕彰事業寄付金 991,900

   C.P.I.ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ寄付金 125,140 27,031,879

 教材収入 1,500 1,500

 運営財産利息収入（国内） 49,702 49,702

     当期収入 合 計 38,059,081

（減少原因の部）

 事業管理費（ 別紙 ） 9,956,155 9,956,155

 教育支援事業費

  ｽﾘﾗﾝｶ教育里親制度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 16,000,000

  ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ教育里親制度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 5,844,698 21,844,698

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ特別会計拠出（別紙） 2,888,839 2,888,839

 ｽﾘﾗﾝｶ特別会計拠出（別紙） 4,000,000 4,000,000

 教育里親制度20周年顕彰事業 1,019,241 1,019,241

 海外出張費 1,126,116 1,126,116

 国内活動費

　 国内出張費 28,440

  総会関連活動費 269,009

  地域会活動費 88,960 386,409

 報告・広報費 969,679 969,679

 IT広報費 337,800 337,800

 未収金償却額 1,254,000 1,254,000

　減価償却費 83,160 83,160

     当期支出 合 計 43,866,097

　　　　当期正味財産増加額 -5,807,016

　　　　前期繰越正味財産額 5,974,148

　　　　期末正味財産合計額 167,132

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１5号（法第２８条関係）

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

資産の部

 流動資産

  現金預金

　　　現金 209,621

　　　郵便振替 9,289,318

　　　普通（みずほ） 685,613

　　　普通（三菱本店） 1,644,624

　　　みずほ特別 3,102

　　　有価証券 211,070 12,043,348

　前渡金 10,000,000 10,000,000

 固定資産

　　工具器具備品 266,800 266,800

　　その他固定資産 380,984 380,984

22,691,132

負債の部

 流動負債

　　前受金 22,524,000 22,524,000

22,524,000

正味財産の部 167,132 167,132

167,132

特定非営利活動　一般会計財産目録書

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１6号（法第２８条関係）

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 勘　定　科　目 金　　額

（資産の部 単位:円） （負債の部 単位:円）

 流　動　資　産  流  動  負  債

　  現　預　金  12,043,348

　  前　渡　金　（註１） 10,000,000     前 受 金　（註２） 22,524,000

 固　定　資　産 （正味財産の部）

　 工具器具備品 266,800  正　味　財　産 167,132

 　他固定資産 380,984       (内基本金)

      (当期正味財産増加額)

　　合　　計 22,691,132 　　合　　計 22,691,132

　（註１）　スリランカSNECCに対する、2008年度教育支援金の一部10,000,000円を、前渡送金。

　（註２）　2008年度中に受領した2009年度会費および教育支援寄付金の合計額　（総勘定元帳に明細）

特定非営利活動　一般会計貸借対照表

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



 
 

 

 

 

 

決 算 報 告 書 
非営利活動（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ特別会計） 

 
自  平成 20 年 4 月  1 日 
至  平成 21 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
国税庁認定 特定非営利活動法人 
C.P.I.教育文化交流推進委員会 



書式第１7号（法第２８条関係）

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

　　　（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 合　　計 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 通貨勘定

収入の部

 運用財産利息収入 2,914,211 2,914,211 Rp279,348,572.00

 一般会計から繰入れ（活動特定寄付国内） 1,243,262 1,243,262 円勘定

 一般会計から繰入れ（活動特定寄付海外） 1,645,577 1,645,577 Rp137,000,000.00

　 当期収入 5,803,050

   前期繰越額 74,461,772

   収入合計 80,264,822

支出の部
 現地PPKIJ 調査等活動費に拠出 2,655,750 2,655,750 Rp224,580,000.00
 銀行扱い手数料 10,738 10,738 Rp898,645.00

 C.P.I.教育里親制度20周年事業として市民参画催事

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ準備費用 208,017 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ費用 66,230 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 来日団受入費用 3,959,601 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 来日団現地内費用 440,582 Rp37,000,000.00

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 会場ﾃﾝﾄ代 1,660,000 Rp137,500,000.00

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 代々木会場費 682,300 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 会場設営費 2,380,000 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｽﾀｯﾌ関連費 494,924 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 電話料 100,006 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 出演者謝礼 400,000 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ゴミ処理費 187,985 円勘定

   第1回日－イ市民協力ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 荷物処理費 300,668 円勘定

   支払振込み手数料 5,145 10,885,458 円勘定

   　 当　期　支出合計 13,551,946

   　 当　期　収支差額 -7,748,896

   　 次  期  繰越収支差額 66,712,876

特定非営利活動

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで

インドネシア特別会計収支計算書



書式第１7号（法第２８条関係）

特定非営利活動

平成20年度　　　 インドネシア特別会計  正味財産増減計算書

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

（増加原因の部）

 運用財産利息収入 2,914,211 2,914,211

 一般会計から繰入れ（活動特定寄付国内） 1,243,262 1,243,262

 一般会計から繰入れ（活動特定寄付海外） 1,645,577 1,645,577

     当期収入 合 計 5,803,050

（減少原因の部）

 現地PPKIJ 調査等活動費に拠出 2,655,750 2,655,750

 銀行扱い手数料 10,738 10,738

 C.P.I.教育里親制度20周年事業として市民参画催事 10,885,458 10,885,458

     当期支出 合 計 13,551,946

　　　　当期正味財産増加額 -7,748,896

　　　　前期繰越正味財産額 74,461,772

　　　　期末正味財産合計額 66,712,876

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１5号（法第２８条関係）

特定非営利活動

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

資　産

 流動資産

  現金預金

　　　普通（三菱本店） 1,064,248

　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 円口座 338,384

　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Rp口座 1,395,223

　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Rp現金 8,763

　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Rp定期預金 ※ 39,992,848 42,799,466

　 立替金 72,666 72,666

 固定資産

　　不動産資産（土地） 14,900,000

    不動産資産（建物） 8,940,744 23,840,744

66,712,876

負債の部 0

0

正味財産の部 66,712,876 66,712,876

66,712,876

インドネシア特別会計財産目録書

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１6号（法第２８条関係）

　　　　　　　　    特定非営利活動

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 勘　定　科　目 金　　額

（資産の部 単位:円） （負債の部 単位:円）

 流　動　資　産  流  動  負  債

　  現　預　金       （註1） 42,799,466

  　立　替　金　     （註2） 72,666 0

 固　定　資　産 （正味財産の部）

　　不動産資産（土地）　（註3） 14,900,000  正　味　財　産 66,712,876

    不動産資産（建物）　（註3） 8,940,744     (内基本金)

    (当期正味財産増加額)

　　合　　計 66,712,876 　　合　　計 66,712,876

  (註1）   現預金のうち、次のものはｲﾝﾄﾞﾈｼｱ内にある。

　　　　　　インドネシアRｐ（ルピア）立ての預金及び現金は、移動平均で円評価した。

　　　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 円口座 338,384 円

　　　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾙﾋﾟｱ口座 1,395,223 円 Rp128,730,311

　　　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Rp定期預金 39,992,848 円 Rp3,355,000,000

　　　　　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Rp 現金 8,763 円 Rp808,630

    　　　　当会はルピアによる円買いを行わないので、期末における含み損益を計上しない。

  （註2）　インドネシア協力団体PPKIJの関連費用を、航空機料金等、事前に立て替えたもの。

  （註3）　2007年度にインドネシア・ジャカルタに取得した、新施設のための土地および建物

　　　　　　　　インドネシア特別会計貸借対照表

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



 
 

 

 

 

 

決 算 報 告 書 
非営利活動（ｽﾘﾗﾝｶ特別会計） 

 
自  平成 20 年 4 月  1 日 
至  平成 21 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
国税庁認定 特定非営利活動法人 
C.P.I.教育文化交流推進委員会 



書式第１7号（法第２８条関係）

平成20年度　　　

特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

　　　（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 合　　計 ｽﾘﾗﾝｶ 通貨勘定

収入の部

 一般会計から繰入れ（前期繰越金から） 4,000,000 4,000,000 円勘定

　　当期収入 4,000,000

   前期繰越額 0

   収入合計 4,000,000

支出の部

 現地 SNECC 依頼により調査等活動費に拠出 1,000,000 1,000,000 円勘定

    当　期　支出合計 1,000,000

    当　期　収支差額 3,000,000

    次  期  繰越収支差額 3,000,000

特定非営利活動
スリランカ特別会計収支計算書

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１7号（法第２８条関係）

特定非営利活動

平成20年度　　　 スリランカ特別会計  正味財産増減計算書

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

（増加原因の部）

 一般会計から繰入れ（前期繰越金から） 4,000,000 4,000,000

     当期収入 合 計 4,000,000

（減少原因の部）

 現地 SNECC 依頼により調査等活動費に拠出 1,000,000 1,000,000

     当期支出 合 計 1,000,000

　　　　当期正味財産増加額 3,000,000

　　　　前期繰越正味財産額 0

　　　　期末正味財産合計額 3,000,000

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１5号（法第２８条関係）

特定非営利活動

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 小　　計 合　　計

資　産

 流動資産

  現金預金

　　　 郵便振替 2,837,292

       ｽﾘﾗﾝｶ 円口座 162,708 3,000,000

 固定資産 0

3,000,000

負債の部 0

0

正味財産の部 3,000,000 3,000,000

3,000,000

スリランカ特別会計財産目録書

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで



書式第１6号（法第２８条関係）

　　　　　　　　　　　 特定非営利活動

平成20年度　　　

認定特定非営利活動法人　

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

（単位：円）

勘　定　科　目 金　　額 勘　定　科　目 金　　額

（資産の部 単位:円） （負債の部 単位:円）

 流　動　資　産  流  動  負  債

　  現　預　金 （註１） 3,000,000 0

 固　定　資　産 （正味財産の部）

0  正　味　財　産 3,000,000

　　合　　計 3,000,000 　　合　　計 3,000,000

  （註1） 現預金のうち、次のものはスリランカ内にある。

　　　　　ｽﾘﾗﾝｶ 円口座 162,708 円

　　　　　　　　スリランカ特別会計貸借対照表

　　平成20年　４月　1日から　　平成21年　３月　31日まで






