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山形県長井市館町南15-45-6

決　算　報　告　書

NPO法人　レインボ－プラン市民農場

第 14期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 3,451,760 
   現　　　金 80,393    流動負債  計 3,451,760 
   普通　預金 4,516,081 負債合計 3,451,760 
    現金・預金 計 4,596,474 
  （売上債権）  【正味財産】
   未　収　金 665,601   前期繰越正味財産額 2,167,317 
    売上債権 計 665,601   当期正味財産増減額 113,198 
  （棚卸資産）    正味財産　計 2,280,515 
   棚卸　資産 36,850 正味財産合計 2,280,515 
    棚卸資産  計 36,850 
     流動資産合計 5,298,925 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   構　築　物 138,532 
   機械及び装置 294,818 
    有形固定資産  計 433,350 
     固定資産合計 433,350 

資産合計 5,732,275 負債及び正味財産合計 5,732,275 

【貸借対照表の注記】

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成29年12月31日 現在
NPO法人　レインボ－プラン市民農場



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 80,393 
      普通　預金 4,516,081 
        山形銀行長井支店1 (15,647)
        山形銀行長井支店2 (19,240)
        きらやか銀行長井支店 (2,631,117)
        JAあやめ支店 (1,676,282)
        ゆうちょ銀行 (10,458)
        ゆうちょ振替口座 (157,406)
        荘内銀行 (5,931)
        現金・預金 計 4,596,474 
    （売上債権）
      未　収　金 665,601 
        市民農園 (607,371)
        その他補助 (58,230)
        売上債権 計 665,601 
    （棚卸資産）
      棚卸　資産 36,850 
        棚卸資産  計 36,850 
          流動資産合計 5,298,925 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      構　築　物 138,532 
        簡易パイプハウス (74,530)
        上水道設備 (64,001)
        プレハブ事務室 (1)
      機械及び装置 294,818 
        葱むき機 (294,817)
        中古田植え機 (1)
        有形固定資産  計 433,350 
          固定資産合計 433,350 
            資産の部  合計 5,732,275 

  【流動負債】
    未　払　金 3,451,760 
      人件費 (4,653,645)
      ボランティア支援費 (△ 2,001,105)
      販売手数料 (△ 5,932)
      手数料販売 (△ 3,735)
      業務委託費 (△ 10,368)
      館町公民館 (△ 700)
      その他補助 (819,955)
      流動負債  計 3,451,760 
        負債の部  合計 3,451,760 

        正味財産 2,280,515 

【財産目録の注記】

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人　レインボ－プラン市民農場
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成29年12月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 149,000 
    賛助会員受取会費 85,000 
    受取入会金 2,000 236,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 27,500 
  【受取助成金等】
    受取助成金 156,750 
    受取負担金 19,500 
    受取補助金 347,965 524,215 
  【事業収益】
    受託事業収益 11,200 
    生産物供給 13,148,419 13,159,619 
  【その他収益】
    受取　利息 16 
    雑　収　益 115,763 115,779 
        経常収益  計 14,063,113 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 83,250 
      ボランティア支援費 6,121,861 
      福利厚生費(事業) 110,994 
        人件費計 6,316,105 
    （その他経費）
      生産資材 2,416,875 
      業務委託費 451,735 
      農地のたすき渡し 403,435 
      車両関連費(事業) 158,581 
      通信費(事業) 30,057 
      消耗品　費(事業) 36,425 
      修理費（事業） 96,248 
      修　繕　費(事業) 113,270 
      社会的弱者支援(事業) 85,675 
      水道光熱費(事業) 189,101 
      保　険　料(事業) 45,379 
      諸　会　費(事業) 16,530 
      支払手数料(事業) 100 
      販売手数料(事業) 2,571,281 
        その他経費計 6,614,692 
          事業費  計 12,930,797 
  【管理費】
    （人件費）
      役員　報酬 200,000 
      ボランティア支援費 251,500 
      福利厚生費 6,528 
        人件費計 458,028 
    （その他経費）
      会　議　費 111,970 
      通信費 33,783 
      消耗品　費 10,329 
      広報費 10,500 
      減価償却費 134,771 
      諸　会　費 10,000 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 1月 1日  至 平成29年12月31日NPO法人　レインボ－プラン市民農場



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成29年 1月 1日  至 平成29年12月31日NPO法人　レインボ－プラン市民農場
      負担金 3,000 
      租税　公課 81,400 
      事務費 134,405 
      雑　　　費 30,932 
        その他経費計 561,090 
          管理費  計 1,019,118 
            経常費用  計 13,949,915 
              当期経常増減額 113,198 
【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 113,198 
          当期正味財産増減額 113,198 
          前期繰越正味財産額 2,167,317 

          次期繰越正味財産額 2,280,515 

【活動計算書の注記】



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 149,000 
    賛助会員受取会費 85,000 
    受取入会金 2,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 27,500 
  【受取助成金等】
    受取助成金 156,750 
    受取負担金 19,500 
    受取補助金 347,965 
  【事業収益】
    受託事業収益 11,200 
    生産物供給 13,148,419 
  【その他収益】
    受取　利息 16 
    雑　収　益 115,763 
        経常収益  計 14,063,113 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 83,250 
      ボランティア支援費 6,121,861 
      福利厚生費(事業) 110,994 
        人件費計 6,316,105 
    （その他経費）
      【売上原価】
      生産資材 2,416,875 
      業務委託費 451,735 
      農地のたすき渡し 403,435 
      車両関連費(事業) 158,581 
      通信費(事業) 30,057 
      消耗品　費(事業) 36,425 
      修理費（事業） 96,248 
      修　繕　費(事業) 113,270 
      社会的弱者支援(事業) 85,675 
      水道光熱費(事業) 189,101 
      保　険　料(事業) 45,379 
      諸　会　費(事業) 16,530 
      支払手数料(事業) 100 
      販売手数料(事業) 2,571,281 
        その他経費計 6,614,692 
          事業費  計 12,930,797 
  【管理費】
    （人件費）
      役員　報酬 200,000 
      ボランティア支援費 251,500 
      福利厚生費 6,528 
        人件費計 458,028 
    （その他経費）
      会　議　費 111,970 
      通信費 33,783 
      消耗品　費 10,329 
      広報費 10,500 
      減価償却費 134,771 
      諸　会　費 10,000 
      負担金 3,000 

NPO法人　レインボ－プラン市民農場
自 平成29年 1月 1日  至 平成29年12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）

全事業所
NPO法人　レインボ－プラン市民農場

自 平成29年 1月 1日  至 平成29年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

      租税　公課 81,400 
      事務費 134,405 
      雑　　　費 30,932 
        その他経費計 561,090 
          管理費  計 1,019,118 
            経常費用  計 13,949,915 
              当期経常増減額 113,198 
【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 113,198 
      当期正味財産増減額 113,198 
      前期繰越正味財産額 2,167,317 
      次期繰越正味財産額 2,280,515 

【損益計算書の注記】



【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).棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2).固定資産の減価償却の方法

(3).消費税等の会計処理

【事業費の内訳】
　事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 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）
簡易パイプハウス 2,484,332
上水道設備 417,200 1
田植え機械 290,000
葱むき機 550,800 0 0 3,200,782 △ 3,062,250 138,532 
事務室 229,250 0 0 840,800 △ 545,982 1 
　    合計 4,041,582 0 0 4,041,582 △ 3,608,232 433,350 

財務諸表の注記
平成29年12月31日 現在NPO法人　レインボ－プラン市民農場

　消費税等の会計処理は、簡易課税方式よっています。

　有形固定資産：定額法にって下記減価償却資産集計表のとおり計上しております。

取得価格をもって計上しています。



(1/2) [税込]（単位：円）

科目 特定非営利事業 避難者交流推進事業24 避難者交流事業25 市民農場 ソフト事業
（人件費）
  給料　手当(事業) 83,250 
  ボランティア支援費 6,121,861 
  福利厚生費(事業) 7,360 102,999 
    人件費計 7,360 0 0 6,308,110 0 
（その他経費）
  生産資材 2,416,875 
  業務委託費 451,735 
  農地のたすき渡し 403,435 
  車両関連費(事業) 158,581 
  通信費(事業) 30,057 
  消耗品　費(事業) 36,425 
  修理費（事業） 96,248 
  修　繕　費(事業) 113,270 
  社会的弱者支援(事業) 85,675 
  水道光熱費(事業) 189,101 
  保　険　料(事業) 89 45,290 
  諸　会　費(事業) 16,530 
  支払手数料(事業) 100 
  販売手数料(事業) 2,571,281 
    その他経費計 89 0 0 6,125,393 489,210 

      合計 7,449 0 0 12,433,503 489,210 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 絆プロジェクト 赤い羽根共同募金 (区分不明) 合計
（人件費）
  給料　手当(事業) 83,250 
  ボランティア支援費 6,121,861 
  福利厚生費(事業) 635 110,994 
    人件費計 0 0 635 6,316,105 
（その他経費）
  生産資材 2,416,875 
  業務委託費 451,735 
  農地のたすき渡し 403,435 
  車両関連費(事業) 158,581 
  通信費(事業) 30,057 
  消耗品　費(事業) 36,425 
  修理費（事業） 96,248 
  修　繕　費(事業) 113,270 
  社会的弱者支援(事業) 85,675 
  水道光熱費(事業) 189,101 
  保　険　料(事業) 45,379 
  諸　会　費(事業) 16,530 
  支払手数料(事業) 100 
  販売手数料(事業) 2,571,281 
    その他経費計 0 0 0 6,614,692 

      合計 0 0 635 12,930,797 

事業費の内訳（別紙）
平成29年12月31日 現在NPO法人　レインボ－プラン市民農場


