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3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の状況は以下の通りです。金額は各施設の利用料金表によっています。

（単位：円）

会場 金　　額

 函館市総合福祉センター 1,410 

 旭川勤労者福祉会館 5,250 

 北見市民会館 1,580 

 北見市民会館 5,380 

 函館市総合福祉センター 2,820 

 とちぎ生きがいづくりセンター 9,840 

合計 26,280 

内　　容

 7月1日研修会会場の低額利用

 7月1日、2日講習会会場の低額利用

 7月9日講習会会場の低額利用

 1月29日講習会会場の低額利用

 4月22日研修会会場の低額利用

 6月25日講習会会場の低額利用



 

4.

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

金額は各都道府県の最低賃金によっています。 （単位：円）

金　　額 金　　額

14,912 16,200 

12,576 3,240 

6,288 45,360 

12,576 5,912 

6,288 9,720 

50,304 2,952 

50,304 5,904 

50,304 11,808 

4,716 19,440 

18,864 12,960 

6,288 6,480 

75,456 48,608 

12,576 6,480 

3,144 17,736 

18,864 5,912 

18,864 41,384 

25,152 32,400 

11,968 6,176 

18,864 15,328 

6,288 47,900 

22,368 57,600 

12,576 33,280 

18,864 5,896 

18,864 6,176 

12,576 12,960 

7,860 12,352 

1,572 12,960 

6,288 17,712 

12,576 12,960 

28,256 6,480 

12,576 19,440 

14,128 7,664 

6,288 7,648 

5,984 14,544 

12,960 14,544 

19,968 3,832 

26,624 12,960 

1,476 7,664 

6,480 8,100 

6,480 6,480 

4,860 6,176 

7,664 71,280 

62,712 229,512 

55,744 599,328 

22,992 97,044 

6,480 59,364 

9,720 19,152 

19,440 2,593,980 

10月29日札幌市講演会　4名×2時間 釧路市介護予防教室　37回37人2時間

10月31日えりも町講演会　6名×2時間 浦見ふまねっとサロン　12回12人2時間

10月31日富良野市講習会　3名×8時間

内　　容内　　容

合計

10月21日愛知県南知多町講習会　9名×8時間 ふまねっとハウス北24条健康教室　146回146人2時間

10月22日愛知県南知多町講習会　8名×8時間 ふまねっとハウス浦見健康教室　376回376人2時間

10月28日東京都東村山市講習会　3名×8時間 釧路市介護予防教室　61回61人2時間

10月14日札幌市体験会　4名×2時間 3月14日今金町講習会　1名×8時間

10月14日札幌市体験会　3名×2時間 3月23日宮城県女川町講習会　1名×8時間

10月21日東京都三鷹市講習会　1名×8時間 3月24日余市町講習会　11名×8時間

10月8日静岡県静岡市講習会　4名×8時間 3月10日岩見沢市講習会　2名×8時間

10月10日岩手県釜石市体験会　1名×2時間 3月10日東京都千代田区講習会　1名×8時間

10月10日仁木町体験会　4名×2時間 3月10日北斗市講演会　5名×2時間

10月1日福島県郡山市講習会　1名×8時間 3月3日大阪府堺市講習会　2名×8時間

10月6日羅臼町講演会　8名×2時間 3月4日大阪府堺市講習会　2名×8時間

10月7日静岡県静岡市講習会　3名×8時間 3月9日東京都国分寺市講演会　2名×2時間

9月9日帯広市講習会　2名×8時間 2月24日上富良町講習会　3名×8時間

9月10日大阪府堺市講習会　2名×8時間 2月25日東京都東村山市講習会　1名×8時間

9月16日釧路市講習会　1名×8時間 3月3日神奈川県横浜市講習会　1名×8時間

8月29日事務所移転補助　4名×2時間 2月20日岩手県大槌町講習会　3名×8時間

9月8日帯広市講習会　2名×8時間 2月20日美瑛町講演会　8名×2時間

9月9日大阪府堺市講習会　4名×8時間 2月23日白石区体験会　4名×2時間

8月19日池田町講習会　2名×8時間 2月16日帯広市講習会　2名×8時間

8月27日札幌市体験会　5名×2時間 2月17日宮城県石巻市講習会　2名×8時間

8月28日事務所移転補助　1名×2時間 2月17日帯広市講習会　2名×8時間

7月24日大樹町講習会　2名×8時間 1月31日静岡県藤枝市講習会　5名×8時間

7月31日余市町体験会　12名×2時間 2月4日沖縄県金武町講習会　1名×8時間

8月16日事務所移転補助　6名×4時間 2月14日宮城県東松島市講習会　1名×8時間

7月8日函館市講習会　3名×8時間 1月27日東京都千代田区講習会　2名×8時間

7月9日函館市講習会　1名×8時間 1月28日東京都東村山市講演会　25名×2時間

7月23日東京都東村山市講習会　3名×8時間 1月29日栃木県宇都宮市講習会　9名×8時間

7月1日北見市講習会　3名×8時間 1月21日愛媛県松山市講習会　7名×8時間

7月2日北見市講習会　4名×8時間 1月25日由仁町講習会　5名×8時間

7月7日宮城県石巻市講演会　8名×2時間 1月27日宮城県石巻市講習会　1名×8時間

6月24日旭川市講習会　2名×8時間 1月13日釧路市講習会　1名×8時間

6月24日釧路市体験会　2名×2時間 1月20日愛媛県松山市講習会　3名×8時間

6月25日旭川市講習会　3名×8時間 1月20日愛媛県松山市講演会　4名×2時間

6月3日根室市講習会　3名×8時間 11月26日旭川市講習会　2名×8時間

6月15日占冠村体験会　4名×2時間 12月2日千歳市講習会　1名×8時間

6月17日網走市講習会　12名×8時間 12月3日千葉県佐倉市講習会　7名×8時間

5月27日上富良野町定期総会　32名×2時間 11月21日岩手県釜石市講習会　1名×8時間

5月27日上富良野町活動交流会　32名×2時間 11月22日岩手県釜石市講習会　2名×8時間

6月1日長沼町体験会　3名×2時間 11月25日旭川市講習会　3名×8時間

5月13日釧路市講習会　2名×8時間 11月11日山形県山形市講習会　1名×8時間

5月21日千歳市講習会　1名×8時間 11月19日深川市体験会　6名×2時間

5月27日上富良野町講演会　32名×2時間 11月20日岩手県大槌町体験会　2名×2時間

4月16日東京都東村山市講習会　2名×8時間 11月5日旭川市講演会　10名×2時間

4月21日上富良野市講習会　2名×8時間 11月8日釧路市体験会　2名×2時間

4月23日留萌市講習会　1名×8時間 11月9日羅臼町講習会　7名×8時間

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳



 

計算書類の注記

5. 固定資産の増減内訳

（単位：円）

期首
取得価額

取得 減少
期末

取得価額
減価償却
累計額

期末
帳簿価額

有形固定資産

設備造作 7,912,973 890,000 4,984,237 3,818,736 △ 1,563,531 2,255,205

構築物 113,724 0 0 113,724 △ 113,724 0

車両運搬具 1,700,000 0 1,700,000 △ 912,222 787,778

什器備品 1,093,147 0 212,225 880,922 △ 742,580 138,342

無形固定資産 0 0

ソフトウエア 4,126,129 0 0 4,126,129 △ 3,320,086 806,043

14,945,973 890,000 5,196,462 10,639,511 △ 6,652,143 3,987,368

6. 借入金の増減内訳

（単位：円）

期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

短期借入金 0 0 0 0

長期借入金 9,557,050 2,700,000 2,949,000 9,308,050

9,557,050 2,700,000 2,949,000 9,308,050

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

（貸借対照表）

長期借入金

貸借対照表計

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明ら

　 かにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

　各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費に関連する科目については、従

　事割合に基づき按分しています。

9,308,050

9,308,050

内役員及び近親者
との取引高

3,081,050

3,081,050

合計

科目

合計

科目

科目
計算書類に計上

された金額


