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【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 190,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 7,051,238 
      山の民奨学金 (900,000)
      運営費等 (2,105,238)
      奨学金 (1,044,000)
      伊藤基金 (3,000,000)
      ラオス水害支援2018 (2,000) 7,051,238 
  【受取助成金等】
    受取助成金 26,692,728 
  【事業収益】
    事業　収益 15,816,187 
  【その他収益】
    受取　利息 168,917 
        経常収益  計 49,919,070 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 15,290,989 
      役員報酬（事業） 1,301,256 
        人件費計 16,592,245 
    （その他経費）
      寮補助費(事業) 479,150 
      資機材購入費(事業) 8,374,790 
      建設費(事業) 4,430,392 
      奨学金(事業） 962,335 
      諸謝金(事業） 367,570 
      会　議　費(事業) 14,072 
      旅費交通費(事業) 6,325,788 
      車　両　費(事業) 737,856 
      通信運搬費(事業) 1,521,728 
      消耗品　費(事業) 86,297 
      修　繕　費(事業) 12,162 
      事務用品費(事業) 40,953 
      地代　家賃(事業) 204,254 
      保　険　料(事業) 689,650 
      支払手数料(事業) 311,426 
      支払　利息(事業) 11,594 
      為替　差損 160,255 
      新聞図書費（事業） 3,227 
      広告宣伝費（事業） 1,036 
        その他経費計 24,734,535 
    雑損失 2,312 
      事業費  計 41,329,092 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 1,008,685 
      法定福利費 1,758,647 
      福利厚生費 11,187 
        人件費計 2,778,519 
    （その他経費）
      印刷製本費 2,037 
      会　議　費 67,544 
      旅費交通費 810,557 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN
      車　両　費 568,794 
      車両燃料費 25,523 
      通信運搬費 430,267 
      消耗品　費 452,884 
      修　繕　費 61,431 
      水道光熱費 377,755 
      地代　家賃 710,600 
      広告宣伝費 79,043 
      接待交際費 44,392 
      新聞図書費 7,578 
      保　険　料 171,709 
      諸　会　費 163,189 
      リース　料 149,040 
      租税　公課 806,304 
      支払手数料 234,174 
      諸　謝　金 14,550 
      雑　　　費 132,873 
        その他経費計 5,310,244 
          管理費  計 8,088,763 
            経常費用  計 49,417,855 
              当期経常増減額 501,215 
【経常外収益】
  雑収入 93,434 
    経常外収益  計 93,434 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
          当期正味財産増減額 594,649 
          前期繰越正味財産額 5,475,460 

          次期繰越正味財産額 6,070,109 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 2,283,969 
      当座　預金 654,772 
      普通　預金 36,512,610 
        現金・預金 計 39,451,351 
    （売上債権）
      未　収　金 139,931 
        売上債権 計 139,931 
    （その他流動資産）
      前払　費用 36,347 
        その他流動資産  計 36,347 
          流動資産合計 39,627,629 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      保　証　金 65,000 
        投資その他の資産  計 65,000 
          固定資産合計 65,000 

            資産の部  合計 39,692,629 

  【流動負債】
    未　払　金 156,815 
    前　受　金 5,055,793 
    前受助成金 28,372,042 
    預　り　金 37,870 
      流動負債  計 33,622,520 
        負債の部  合計 33,622,520 

  【正味財産】
    前期繰越正味財産額 5,475,460 
    当期正味財産増減額 594,649 
      正味財産　計 6,070,109 
        正味財産の部  合計 6,070,109 

          負債・正味財産合計 39,692,629 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 2,283,969 
        ラオス現金バーツ (151,215)
        ラオス現金LAK (242,616)
        ラオス現金ドル (348,261)
        ラオス現金円 (92,649)
        日本現金 (91,888)
        ラオス木工現金LAK (239,667)
        ラオス木工現金USD (77,905)
        ラオス木工現金THB (2,693)
        ラオスHC現金LAK (255,619)
        ラオスHC現金USD (778,057)
        ラオスHC現金THB (3,399)
      当座　預金 654,772 
        MAYBANK当座（＄） (514,289)
        IV自己資金 BCEL当座（LAK） (140,483)
      普通　預金 36,512,610 
        埼玉りそな大宮西（木工） (3,315,341)
        夢屋マイクロファイナンス (533,968)
        BCEL普通（＄） (553,510)
        ICB普通（LAK) (191,241)
        ICB普通（＄） (25,929,628)
        埼玉県信用金庫三橋 (273,978)
        埼玉りそな大宮西 (981,249)
        埼玉りそな浦和中央 (186,373)
        埼玉りそな指扇 (24,175)
        ゆうちょ銀（振替） (3,735,300)
        ゆうちょ銀（ぱるる） (27,797)
        埼玉りそな銀行（N連用口座） (760,050)
        現金・預金 計 39,451,351 
    （売上債権）
      未　収　金 139,931 
        売上債権 計 139,931 
    （その他流動資産）
      前払　費用 36,347 
        その他流動資産  計 36,347 
          流動資産合計 39,627,629 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      保　証　金 65,000 
        投資その他の資産  計 65,000 
          固定資産合計 65,000 
            資産の部  合計 39,692,629 

  【流動負債】
    未　払　金 156,815 
    前　受　金 5,055,793 
      正会員受取会費 (30,000)
      奨学金（タイ・ラオス奨学金） (456,000)
      受託事業収益（JICA木工職業訓練） (4,569,793)
    前受助成金 28,372,042 
　　　N連ホスピタリティ・介護職業訓練 (27,390,372)
　　　VTEレスキュー中古車 (981,670)
    預　り　金 37,870 

《資産の部》

《負債の部》

(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所



(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在全事業所
      流動負債  計 33,622,520 
        負債の部  合計 33,622,520 

        正味財産 6,070,109 



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】
　使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は6,070,109円ですが、
そのうち使途が制約された財産は2,675,290円です。

（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

タイ・ラオス奨学金
（受取寄付金）

404,087 1,044,000 886,115 561,972

山の民奨学金
（受取寄付金）

1,205,000 900,000 175,242 1,929,758

ラオス水害支援2019
（受取寄付金）

312,000 2,000 130,440 183,560

JICA木工職業訓練
（受託事業収益）

15,535,935 15,535,935 0

SIAネパール支援2019
（助成金） 150,000 150,000 0

VTEレスキュー中古車
（助成金）

1,462,221 1,462,221 0

N連ホスピタリティ・介護職
業訓練
（助成金）

24,940,576 24,940,576 0

合計 44,034,732 43,280,529 2,675,290

受託事業収益の総額は
20,105,728円。当期増加
額との差額4,569,793円は
前受金として貸借対照表
に計上しています。

助成金の総額は289,931
円。当期増加額との差額
139,931円は、未収金とし
て貸借対照表に計上して
います。

助成金の総額は
52,330,948円。当期増加
額との差額27,390,372円
は前受助成金として貸借
対照表に計上していま
す。

助成金の総額は2,443,891
円。当期増加額との差額
981,670円は前受助成金と
して貸借対照表に計上し
ています。

財務諸表の注記
(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN 2020年 3月31日 現在

備考
タイ・ラオス奨学金の受
取寄付金は1,500,000円。
当期増加額との差額
456,000円は前受金として
貸借対照表に計上してい
ます。


