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(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN

埼玉県さいたま市大宮区三橋2-545-2

シティヒルズ101

決　算　報　告　書



(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費          240,000 

【受取寄付金】

受取寄付金        3,533,153 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ         (456,613)

山の民奨学金       (1,200,000)

運営費等       (1,024,540)

奨学金         (852,000)       3,533,153 

【受取助成金等】

受取助成金       16,523,555 

【事業収益】

事業　収益        9,527,298 

【その他収益】

受取　利息          217,578 

為替　差益        3,760,921        3,978,499 

経常収益  計       33,802,505 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料　手当(事業)       12,610,106 

役員報酬（事業）        3,273,600 

人件費計       15,883,706 

（その他経費）

売上　原価           16,500 

寮補助費(事業)          907,171 

資機材購入費(事業)          301,467 

諸謝金(事業）          553,345 

印刷製本費(事業)          217,311 

会　議　費(事業)           26,354 

旅費交通費(事業)        4,264,960 

車　両　費(事業)           56,067 

通信運搬費(事業)          162,760 

消耗品　費(事業)        1,044,663 

修　繕　費(事業)           70,351 

水道光熱費(事業)          343,820 

地代　家賃(事業)          689,041 

保　険　料(事業)           25,372 

諸　会　費(事業)           24,267 

租税　公課(事業)           27,050 

研　修　費(事業）          137,137 

支払手数料(事業)          339,215 

為替　差損          764,410 

雑　　　費(事業)          306,337 

その他経費計       10,277,598 

事業費  計       26,161,304 



(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【管理費】

（人件費）

給料　手当          207,236 

法定福利費        1,790,467 

人件費計        1,997,703 

（その他経費）

印刷製本費          134,953 

会　議　費            3,443 

旅費交通費        2,486,329 

車　両　費          144,402 

車両燃料費          116,020 

通信運搬費          410,227 

消耗品　費          169,538 

修　繕　費              597 

水道光熱費          170,804 

地代　家賃          710,880 

接待交際費           26,144 

保　険　料          206,968 

諸　会　費           30,857 

リース　料          134,880 

租税　公課          365,500 

支払手数料          130,346 

管理　諸費           34,770 

諸　謝　金          207,049 

雑　　　費          209,852 

その他経費計        5,693,559 

管理費  計        7,691,262 

経常費用  計       33,852,566 

当期経常増減額         △50,061 

【経常外収益】

経常外収益  計                0 

【経常外費用】

経常外費用  計                0 

税引前当期正味財産増減額         △50,061 

当期正味財産増減額         △50,061 

前期繰越正味財産額        5,966,106 

次期繰越正味財産額        5,916,045 



全事業所 2022年 3月31日 現在

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

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現　　　金          687,861 

ラオス現金LAK         (128,963)

ラオス現金USD          (86,666)

日本現金          (91,576)

ラオス木工現金LAK          (43,781)

ラオス木工現金USD          (33,973)

ラオスHC現金LAK         (280,138)

ラオスHC現金USD          (22,764)

当座　預金        1,869,691 

MAYBANK当座（木工 USD）       (1,869,691)

普通　預金       11,261,427 

埼玉りそな大宮西（木工）       (2,258,760)

埼玉りそな銀行「N連」       (1,184,007)

埼玉りそな浦和中央         (846,223)

埼玉りそな指扇          (23,759)

埼玉県信用金庫三橋          (36,681)

ゆうちょ銀（振替）       (4,775,012)

ゆうちょ銀（ぱるる）          (27,277)

BIC普通（N連 USD）       (1,264,597)

BCEL普通（IV USD）         (378,194)

BIC普通（IV LAK)          (76,394)

BIC普通（MF　LAK)         (319,256)

BCEL普通（MF LAK）          (71,267)

現金・預金 計       13,818,979 

（その他流動資産）

前払　費用           30,376 

その他流動資産  計           30,376 

流動資産合計       13,849,355 

【固定資産】

（投資その他の資産）

保　証　金           65,000 

長期貸付金           61,218 

投資その他の資産  計          126,218 

固定資産合計          126,218 

資産の部  合計       13,975,573 

《負債の部》

【流動負債】

前　受　金        5,903,748 

奨学金         (360,000)

その他補助       (5,543,748)

前受助成金        2,018,334 

預　り　金          137,446 



全事業所 2022年 3月31日 現在

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

流動負債  計        8,059,528 

負債の部  合計        8,059,528 

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額        5,966,106 

当期正味財産増減額         △50,061 

正味財産　計        5,916,045 

正味財産の部  合計        5,916,045 

負債・正味財産合計       13,975,573 



全事業所 2022年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現　　　金          687,861 

ラオス現金LAK         (128,963)

ラオス現金USD          (86,666)

日本現金          (91,576)

ラオス木工現金LAK          (43,781)

ラオス木工現金USD          (33,973)

ラオスHC現金LAK         (280,138)

ラオスHC現金USD          (22,764)

当座　預金        1,869,691 

MAYBANK当座（木工 USD）       (1,869,691)

普通　預金       11,261,427 

埼玉りそな大宮西（木工）       (2,258,760)

埼玉りそな銀行「N連」       (1,184,007)

埼玉りそな浦和中央         (846,223)

埼玉りそな指扇          (23,759)

埼玉県信用金庫三橋          (36,681)

ゆうちょ銀（振替）       (4,775,012)

ゆうちょ銀（ぱるる）          (27,277)

BIC普通（N連 USD）       (1,264,597)

BCEL普通（IV USD）         (378,194)

BIC普通（IV LAK)          (76,394)

BIC普通（MF　LAK)         (319,256)

BCEL普通（MF LAK）          (71,267)

現金・預金 計       13,818,979 

（その他流動資産）

前払　費用           30,376 

その他流動資産  計           30,376 

流動資産合計       13,849,355 

【固定資産】

（投資その他の資産）

保　証　金           65,000 

長期貸付金           61,218 

投資その他の資産  計          126,218 

固定資産合計          126,218 

資産の部  合計       13,975,573 

《負債の部》

【流動負債】

前　受　金        5,903,748 

奨学金         (360,000)

その他補助       (5,543,748)

前受助成金        2,018,334 

預　り　金          137,446 

流動負債  計        8,059,528 



全事業所 2022年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN

負債の部  合計        8,059,528 

 

正味財産        5,916,045 



全事業所 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費          240,000 

【受取寄付金】

受取寄付金        3,533,153 

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ         (456,613)

山の民奨学金       (1,200,000)

運営費等       (1,024,540)

奨学金         (852,000)

【受取助成金等】

受取助成金       16,523,555 

【事業収益】

事業　収益        9,527,298 

【その他収益】

受取　利息          217,578 

為替　差益        3,760,921 

経常収益  計       33,802,505 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料　手当(事業)       12,610,106 

役員報酬（事業）        3,273,600 

人件費計       15,883,706 

（その他経費）

【売上原価】

研修費           16,500 

売上原価  計           16,500 

寮補助費(事業)          907,171 

資機材購入費(事業)          301,467 

諸謝金(事業）          553,345 

印刷製本費(事業)          217,311 

会　議　費(事業)           26,354 

旅費交通費(事業)        4,264,960 

車　両　費(事業)           56,067 

通信運搬費(事業)          162,760 

消耗品　費(事業)        1,044,663 

修　繕　費(事業)           70,351 

水道光熱費(事業)          343,820 

地代　家賃(事業)          689,041 

保　険　料(事業)           25,372 

諸　会　費(事業)           24,267 

租税　公課(事業)           27,050 

研　修　費(事業）          137,137 

支払手数料(事業)          339,215 

為替　差損          764,410 

雑　　　費(事業)          306,337 



全事業所 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）(認定)特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN

その他経費計       10,277,598 

事業費  計       26,161,304 

【管理費】

（人件費）

給料　手当          207,236 

法定福利費        1,790,467 

人件費計        1,997,703 

（その他経費）

印刷製本費          134,953 

会　議　費            3,443 

旅費交通費        2,486,329 

車　両　費          144,402 

車両燃料費          116,020 

通信運搬費          410,227 

消耗品　費          169,538 

修　繕　費              597 

水道光熱費          170,804 

地代　家賃          710,880 

接待交際費           26,144 

保　険　料          206,968 

諸　会　費           30,857 

リース　料          134,880 

租税　公課          365,500 

支払手数料          130,346 

管理　諸費           34,770 

諸　謝　金          207,049 

雑　　　費          209,852 

その他経費計        5,693,559 

管理費  計        7,691,262 

経常費用  計       33,852,566 

当期経常増減額         △50,061 

【経常外収益】

経常外収益  計                0 

【経常外費用】

経常外費用  計                0 

 

税引前当期正味財産増減額         △50,061 

当期正味財産増減額         △50,061 

前期繰越正味財産額        5,966,106 

次期繰越正味財産額        5,916,045 


