
認定NPO法人国際子ども権利センター

2017年度　決算報告

(単位：円)

科　　　目　　・　　摘　　　要

Ⅰ　資産の部

　　1.　流動資産

　　　　　現金預金 1,746,767   

　　　　　未収金 10,000       

　　　　　棚卸資産　 66,152       

流動資産合計 1,822,919    

　　2.　固定資産

　　　　　電話加入権 105,824      

　　　　　敷　　金 90,000       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産合計 195,824       

資　産　合　計 2,018,743    

Ⅱ　負債の部

　　1.　流動負債

　　　　　未払金 353,744      

　　　　　前受金 65,000       

　　　　　短期借入金  -               

　　　　　預り金　 26,031       

　　　　　未払法人税等　 70,000       

流動負債合計 514,775       

負　債　合　計 514,775       

Ⅲ　正味財産の部

　　　　前期繰越正味財産 6,077,528    

　　　　当期正味財産増加額 -4,573,560   

正味財産合計 1,503,968    

負債および正味財産合計 2,018,743    

　2017年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人　国際子ども権利センター

金　　　額



認定NPO法人国際子ども権利センター

 

(単位：円)
科　　　目　　・　　摘　　　要

Ⅰ　資産の部
　　1.　流動資産
　　　　　現金預金
　　　　　　　現金手元有高　東京事務所　　 (247,397)
　　　　　　　現金手元有高　カンボジア事務所 (1,221) ※1

　　　　　　　普通預金　郵便振替口座　ゆうちょ銀行 (1,032,058)
　　　　　　　普通預金　ゆうちょ銀行　 (15,311)
　　　　　　　普通預金　三菱東京UFJ銀行　上野支店 (394,915)
　　　　　　　普通預金　Cambodian Commercial Bank ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ本店 (55,865) ※2

現金預金合計 1,746,767  
　　　　　未収金
　　　　　　　正会員費 (10,000)

未収金合計 10,000     
　　　　　商品　
　　　　　　　書籍『小さな変革』 (9,072)
　　　　　　　書籍『誰にもうばえない子どもの権利』 (20,435)
　　　　　　　書籍『IMAGINE THAT!』 (1,416)
　　　　　　　書籍『ブラジル会議報告書』 (30,870)
　　　　　　　DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』 (210)
　　　　　　　シーライツトレード商品 (2,709)

商品合計 64,712     
　　　　　貯蔵品　レターパックライト　 1,440      

流動資産合計 1,822,919 
　　2.　固定資産
　　　　　無形固定資産
　　　　　　　電話加入権 105,824    
　　　　　　　敷　　　　金 90,000     
　　　　　　　　　　　　　　　　　無形固定資産合計 195,824   

資　産　合　計 2,018,743 
Ⅱ　負債の部
　　1.　流動負債
　　　　　未払金 
　　　　　　職員給与等未精算経費 (320,963)
　　　　　　日本郵便・ヤマト運輸等　会報等発送料 (32,781)

未払金合計 353,744    
　　　　　前受金 
　　　　正会員費前受金 (40,000)
      　賛助会費前受金 (25,000)

前受金合計 65,000     
　　　　　預り金
     　 職員の源泉所得税 (12,861)
      　職員の雇用保険 (13,170)

預り金合計 26,031     
　　　　　未払法人税等　2017年度分法人住民税均等割 70,000

流動負債合計 514,775   
負　債　合　計 514,775   
正味財産合計 1,503,968 

※1　11.50USドル（三菱東京UFJ銀行2018年3月31日のTTMレート：1USドル＝106.24円で換算)

※2　525.84USドル（三菱東京UFJ銀行2018年3月31日のTTMレート：1USドル＝106.24円で換算)

2017年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人　国際子ども権利センター

金　　　額



認定NPO法人国際子ども権利センター

（単位：円）

科　　　　目 予  算 決算 　備　考

（資金収支の部）

Ⅰ　経常収入の部

　　1　会費収入 800,000        724,000         

　　　　　正会員会費収入 500,000        380,000          

　　　　　賛助会員会費収入 300,000        344,000          

　　2　事業収入 670,000        257,550         

　　　　　開発途上国の子ども支援事業収入 30,000          20,850           シーライツトレード商品、講師派遣

　　　　　調査・研究・発信、開発教育事業収入 320,000        40,850           

　　　　　　(報告・ワークショップ) (320,000) (40,850) Youth for Rights活動費ほか

　　　　　　(スタディ・ツアー) (0) (0)

　　　　　子どもの権利普及促進事業収入 320,000        195,850          
25周年記念シンポジウム・交流会参加費、
グローバルフェスタ飲食ブース売上ほか

　　　　　ネットワーク事業収入 -                 -                   

　　3　補助金収入 900,000        100,000         

　　　　　助成金収入 900,000        100,000          子どもの人権連

　　　　　補助金収入 -                 -                   

　　4　寄付金収入 7,350,000     5,878,927       

　　　　　一般寄付金収入 4,120,000      4,169,129       

　　　　　（一般寄付金収入） -                 (3,445,059)

　　　　　（指定国内寄付金収入） -                 (724,070) 25周年寄付

　　　　　指定海外寄付金収入 3,230,000      1,709,798       カンボジア・プロジェクト

　　5　雑収入 1,000           8,645            

　　　　　受取利息 1,000           357                

　　　　　その他雑収入 -                 8,288             gooddo支援金

　　　　経常収入合計 9,721,000     6,969,122       

Ⅱ　経常支出の部

　　1　事業費 5,985,606     7,445,165       

　　　　　開発途上国の子ども支援事業 3,010,602     3,447,727       

　　　　　　(カンボジア・プロジェクト) 2,994,413      3,434,247       
カンボジア事業の協働団体CCPCRへの送金、カ
ンボジア事業運営経費および人件費

　　　　　　(シーライツトレード) 16,189          13,480           売上原価

　　　　　調査・研究・発信、開発教育事業 1,462,502     1,294,760       

　　　　　　(報告・ワークショップ) 1,462,502      1,294,760       会報・年次報告書制作費

　　　　　　(スタディ・ツアー) -                 -                   

　　　　　子どもの権利普及促進事業 1,462,502     2,648,892       
国内事業強化のための増員分人件費および設
立25周年記念シンポジウム開催費、メッセージ集
制作費、グローバルフェスタ出展費用ほか

2017年度　決算報告

2017年度　特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

2017年4月 1日 から2018年3月31日まで



認定NPO法人国際子ども権利センター

科　　　　目 予  算 決算 　備　考

　　　　　ネットワーク事業 50,000         53,786           ネットワーク団体諸会費

　　2　管理費 3,608,892     4,025,867       

　　　　　給与手当 1,215,592      1,665,679       事務局職員

　　　　　法定福利費 537,408        620,585          労働保険料、社会保険料

　　　　　福利厚生費・教育研修費 34,000          6,000             講習会費用

　　　　　通信・運搬費 174,200        191,161          電話代・インターネット接続費・送料

　　　　　水道光熱費 156,000        145,334          ルームシェア団体と折半

　　　　　旅費交通費 132,208        161,893          
職員・理事近隣交通費、
関西在住理事の総会・理事会参加交通費ほか

　　　　　会議費 157,500        3,600             

　　　　　消耗品費 80,000          172,120          WindowsVistaサービス終了によるパソコン・会計ソフト購入

　　　　　事務用品費 30,000          32,737           

　　　　　新聞図書費 -                 4,000             

　　　　　印刷製本費 15,000          15,722           

　　　　　修繕費 10,000          7,000             

　　　　　地代・家賃 754,800        754,800          ルームシェア団体と折半

　　　　　保険料 5,000           7,440             NPO団体保険

　　　　　委託費 -                 -                   

　　　　　諸会費 -                 -                   

　　　　　慶弔費 -                 -                   

　　　　　支払手数料 227,184        231,634          海外送金手数料、口座振替手数料

　　　　　雑費 -                 6,162             為替差損他

　　　　　予備費 80,000          -                   

　　3　その他支出 70,000         71,650           

　　　　　租税公課（法人住民税等） 70,000          71,650           法人住民税均等割等

　　　　　指定寄付・助成金返還金 -                 -                   

　　　経常支出合計 9,664,498     11,542,682     

　　　経常収支差額 56,502          -4,573,560      

　　　当期収支差額 56,502         -4,573,560     

　　　前期繰越収支差額 6,077,528      6,077,528       

　　　次期繰越収支差額 6,134,030     1,503,968       


