
（単位：円）

NPO法人 日韓アジア基金・日本
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 82,000 
    賛助会員受取会費 225,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 525,615 
      寄付金・氏名判明 (404,793)
      寄付金・氏名不詳 (120,822)
  【事業収益】
    事業　収益 85,900 
  【その他収益】
    受取　利息 57 
    雑　収　益 11,796 
        経常収益  計 930,368 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      事業　支出 1,500,000 
      印刷製本費(事業) 12,412 
      通信運搬費(事業) 56,418 
      消耗品　費(事業) 63,396 
      賃  借  料(事業) 52,180 
      保　険　料(事業) 10,800 
      雑　　　費(事業) 7,650 202,856 
        その他経費計 1,702,856 
          事業費  計 1,702,856 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      印刷製本費 3,204 
      会　議　費 682 
      通信運搬費 9,250 
      消耗品　費 3,117 
      諸　会　費 10,000 
      支払手数料 960 
      雑　　　費 9,134 
        その他経費計 36,347 
          管理費  計 36,347 
            経常費用  計 1,739,203 
              当期経常増減額 △ 808,835 
【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 △ 808,835 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 808,835 
          前期繰越正味財産額 1,501,339 
          次期繰越正味財産額 692,504 
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（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通　預金 823,348 
        郵貯銀行 (156,420)
        みずほ (666,926)
        ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ・円口座 (2)
        現金・預金 計 823,348 
    （棚卸資産）
      貯　蔵　品 4,180 
        棚卸資産  計 4,180 
    （その他流動資産）
      立　替　金 1,100 
        その他流動資産  計 1,100 
          流動資産合計 828,628 
            資産の部  合計 828,628 

  【流動負債】
    未　払　金 136,124 
      流動負債  計 136,124 
        負債の部  合計 136,124 

  【正味財産】
    前期繰越正味財産額 1,501,339 
    当期正味財産増減額 △ 808,835 
      正味財産　計 692,504 
        正味財産の部  合計 692,504 
          負債・正味財産合計 828,628 

（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      普通　預金 823,348 
        郵貯銀行 (156,420)
        みずほ (666,926)
        ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ・円口座 (2)
        現金・預金 計 823,348 
    （棚卸資産）
      貯　蔵　品 4,180 
        棚卸資産  計 4,180 
    （その他流動資産）
      立　替　金 1,100 
        その他流動資産  計 1,100 
          流動資産合計 828,628 
            資産の部  合計 828,628 

  【流動負債】
    未　払　金 136,124 
      流動負債  計 136,124 
        負債の部  合計 136,124 

        正味財産 692,504 
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《資産の部》

《負債の部》

NPO法人 日韓アジア基金・日本
2014年12月31日 現在

貸　借　対　照　表

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

財　産　目　録



NPO法人 日韓アジア基金・日本

【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　2011年11月20日一部改正　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み方式によっています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

（単位：円）

定款目的 アジアへの支援 日韓アジア交流

科目 カンボジア ビビンの会 広報その他 インターネット 文京フェスタ

（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 0 

（その他経費）
カンボジア送金 1,500,000 

  印刷製本費(事業) 450 2,320 
  通信運搬費(事業) 1,088 
  消耗品　費(事業) 45,949 1,112 
  賃  借  料(事業) 12,600 
  保　険　料(事業) 1,800 
  雑　　　費(事業) 7,029 
    その他経費計 1,501,088 58,999 3,432 7,029 1,800 

      合計 1,501,088 58,999 3,432 7,029 1,800 

（単位：円）

定款目的
科目 ABKフェスタ グローバルフェスタ ニュースレター 合計

（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 

（その他経費）
  事業　支出 1,500,000 

  印刷製本費(事業) 1,025 8,617 12,412 
  通信運搬費(事業) 55,330 56,418 
  消耗品　費(事業) 2,789 13,546 63,396 
  賃  借  料(事業) 28,080 11,500 52,180 
  保　険　料(事業) 1,800 1,800 5,400 10,800 
  雑　　　費(事業) 621 7,650 
    その他経費計 4,589 30,905 95,014 1,702,856 

      合計 4,589 30,905 95,014 1,702,856 

活動計算書の主な項目に関する説明
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財務諸表の注記
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広報

広報

印刷製本費・通信費はニュースレターの印刷・送料が主なものです。

消耗品費・賃貸料はビビンの会の費用が主なものです。

支出に占める事業費の割合が、約98%と非常に高い値です｡
これは国内スタッフが全員ボランティアで､人件費及び交通費等の経費が零であること､
事務所経費が､貸主であるアジア文化会館様のご好意で無料であるという特殊事情に
よります｡

カンボジアでも事務所はリティ氏の自宅を利用し、インターネットも回線を引かずにネットカフェを
利用して経費を大幅に節減しています。
過去の実績から、概算で年間2千ドルの節減と見ています。
これはリティ氏の努力に負うところ大です。


