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決　算　報　告　書

(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN

第 18期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 200,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 3,560,367 
      山の民奨学金 (840,000)
      運営費等 (1,868,367)
      奨学金 (852,000) 3,560,367 
  【受取助成金等】
    受取助成金 14,420,932 
  【事業収益】
    事業　収益 9,686,747 
  【その他収益】
    受取　利息 193,067 
        経常収益  計 28,061,113 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 12,275,459 
      役員報酬（事業） 3,273,600 
      福利厚生費(事業) 148,171 
        人件費計 15,697,230 
    （その他経費）
    売上　原価 6,000 
      寮補助費(事業) 1,428,306 
      資機材購入費(事業) 16,200 
      奨学金(事業） 220,236 
      諸謝金(事業） 52,264 
      会　議　費(事業) 19,444 
      旅費交通費(事業) 3,396,199 
      車　両　費(事業) 747,575 
      通信運搬費(事業) 115,554 
      消耗品　費(事業) 407,767 
      修　繕　費(事業) 33,157 
      水道光熱費(事業) 181,546 
      地代　家賃(事業) 347,540 
      保　険　料(事業) 349,109 
      研　修　費(事業） 312,947 
      支払手数料(事業) 67,509 
      為替　差損 52,009 
      雑　　　費(事業) 1,223 
        その他経費計 7,754,585 
    接待交際費(事業) 57,516 
      事業費  計 23,509,331 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 518,770 
      法定福利費 1,415,559 
        人件費計 1,934,329 
    （その他経費）
      会　議　費 3,411 
      旅費交通費 446,233 
      車　両　費 121,072 
      車両燃料費 5,571 
      通信運搬費 246,304 
      消耗品　費 249,992 
      修　繕　費 1,706 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 4月 1日  至 2021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 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN
      水道光熱費 442,308 
      地代　家賃 721,777 
      広告宣伝費 109,572 
      接待交際費 16,824 
      新聞図書費 2,288 
      保　険　料 249,905 
      諸　会　費 80,671 
      リース　料 149,040 
      租税　公課 1,200 
      支払手数料 320,226 
      諸　謝　金 34,436 
      雑　　　費 4,260 
        その他経費計 3,206,796 
          管理費  計 5,141,125 
            経常費用  計 28,650,456 
              当期経常増減額 △ 589,343 
【経常外収益】
  雑収入 485,340 
    経常外収益  計 485,340 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
          当期正味財産増減額 △ 104,003 
          前期繰越正味財産額 6,070,109 

          次期繰越正味財産額 5,966,106 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 771,176 
      当座　預金 253,608 
      普通　預金 41,564,536 
        現金・預金 計 42,589,320 
    （その他流動資産）
      前払　費用 60,756 
      預　け　金 1,979,974 
        その他流動資産  計 2,040,730 
          流動資産合計 44,630,050 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      保　証　金 65,000 
      長期貸付金 136,920 
      長期前払費用 30,376 
        投資その他の資産  計 232,296 
          固定資産合計 232,296 

            資産の部  合計 44,862,346 

  【流動負債】
    前　受　金 5,993,046 
    前受助成金 32,854,547 
    預　り　金 48,647 
      流動負債  計 38,896,240 
        負債の部  合計 38,896,240 

  【正味財産】
    前期繰越正味財産額 6,070,109 
    当期正味財産増減額 △ 104,003 
      正味財産　計 5,966,106 
        正味財産の部  合計 5,966,106 

          負債・正味財産合計 44,862,346 

《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）

2021年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 771,176 
        ラオス現金THB (153,360)
        ラオス現金LAK (260,684)
        ラオス現金JPY (2,649)
        日本現金 (10,718)
        ラオス木工現金LAK (37,099)
        ラオス木工現金USD (11,315)
        ラオスHC現金LAK (223,939)
        ラオスHC現金USD (67,887)
        ラオスHC現金THB (3,525)
      当座　預金 253,608 
        MAYBANK当座（木工 USD） (125,622)
        BCEL当座（IV LAK） (127,986)
      普通　預金 41,564,536 
        埼玉りそな大宮西（木工） (1,888,090)
        埼玉りそな銀行「N連」 (9,911,002)
        埼玉りそな大宮西 (42,443)
        埼玉りそな浦和中央 (3,726,495)
        埼玉りそな指扇 (24,199)
        埼玉県信用金庫三橋 (99,849)
        ゆうちょ銀（振替） (3,074,280)
        ゆうちょ銀（ぱるる） (27,277)
        BIC普通（N連 USD） (22,221,169)
        BCEL普通（IV USD） (110,320)
        BIC普通（IV LAK) (84,896)
        BIC普通（MF　LAK) (353,361)
        BCEL普通（MF LAK） (1,155)
        現金・預金 計 42,589,320 
    （その他流動資産）
      前払　費用 60,756 
      預　け　金 1,979,974 
        その他流動資産  計 2,040,730 
          流動資産合計 44,630,050 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      保　証　金 65,000 
      長期貸付金 136,920 
      長期前払費用 30,376 
        投資その他の資産  計 232,296 
          固定資産合計 232,296 
            資産の部  合計 44,862,346 

  【流動負債】
    前　受　金 5,993,046 
      正会員受取会費 (20,000)
      奨学金（ラオス奨学金） (516,000)
      受託事業収益（JICA木工職業訓練） (5,457,046)
    前受助成金 32,854,547 
　　　N連ホスピタリティ・介護職業訓練 (32,811,691)
　　　VTEレスキュー中古車 (42,856)
    預　り　金 48,647 
      流動負債  計 38,896,240 
        負債の部  合計 38,896,240 

《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）

2021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）

2021年 3月31日 現在全事業所
        正味財産 5,966,106 



【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。

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

ラオス奨学金
（受取寄付金）

561,972 852,000 220,236 1,193,736

山の民奨学金
（受取寄付金）

1,929,758 840,000 873,711 1,896,047

合計 2,491,730 1,692,000 1,093,947 3,089,783

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

VTEレスキュー中古車
（助成金）

981,670 938,814 42,856

N連ホスピタリティ・介
護職業訓練
（助成金）

27,390,372 19,842,251 14,420,932 32,811,691

合計 28,372,042 19,842,251 15,359,746 32,854,547

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

JICA木工職業訓練
（受託事業収益）

4,569,793 10,574,000 9,686,747 5,457,046

合計 4,569,793 10,574,000 9,686,747 5,457,046

期末残高32,811,691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

【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5,966,106円ですが、そのうち使途
が制約された財産は3,089,783円です。

備考
ラオス奨学金の当期受取寄
付金852,000円のうち、次
期前受分の516,000円は前
受金として貸借対照表に計
上しています。

【事業収益の内訳】
事業収益の内訳は以下の通りです。

備考
期末残高5,457,046円は前
受金として貸借対照表に計
上しています。

【受取助成金等の内訳】
受取助成金の内訳は以下の通りです。

備考
期末残高42,856円は前受助
成金として貸借対照表に計
上しています。


