
第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

認定NPO法人オレンジティ

静岡県熱海市西熱海町２丁目１７‐４９

決　算　報　告　書



全事業所 平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）認定NPO法人オレンジティ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           88,473 

      小口  現金           35,068 

      当座  預金          156,082 

      普通  預金          112,900 

        現金・預金 計          392,523 

          流動資産合計          392,523 

            資産合計          392,523 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金            2,650 

      流動負債合計            2,650 

        負債合計            2,650 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産          669,188 

  当期正味財産増減額        △279,315 

    正味財産合計          389,873 

      負債及び正味財産合計          392,523 



全事業所 平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）認定NPO法人オレンジティ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           88,473 

        現金          (88,473)

      小口  現金           35,068 

        東部おしゃべりルーム           (6,229)

        中部おしゃべりルーム           (5,823)

        西部おしゃべりルーム           (3,977)

        とうきょうおしゃべりルーム          (11,666)

        オレンジブロッサムカフェ           (7,373)

      当座  預金          156,082 

        ゆうちょ銀行         (156,082)

      普通  預金          112,900 

        スルガ銀行静岡県庁          (95,448)

        スルガ銀行御殿場東          (12,486)

        ゆうちょ           (4,966)

        現金・預金 計          392,523 

          流動資産合計          392,523 

            資産合計          392,523 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金            2,650 

      流動負債合計            2,650 

        負債合計            2,650 

 

        正味財産          389,873 



認定NPO法人オレンジティ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          502,429 

      個人         (169,152)

      定例会会場          (43,971)

      MSD株式会社         (200,000)

      中外製薬          (70,000)

      東部           (1,400)

      中部           (8,750)

      西部           (1,000)

      とうきょう             (156)

      イベント会場           (1,000)

      オレンジツリープロジェクト           (5,000)

      オレンジブロッサムカフェ           (2,000)         502,429 

  【受取助成金等】

    受取助成金          936,516 

      マックスバリュ東部          (39,476)

      マックスバリュ東海中部           (8,200)

      日本財団         (888,840)         936,516 

  【事業収益】

    定例会事業収益           95,500 

      １２月          (90,000)

      ３月           (5,500)

    おしゃべりルーム事業収益          107,700 

      東部おしゃべりルーム          (18,900)

      中部おしゃべりルーム           (9,300)

      西部おしゃべりルーム          (17,000)

      とうきょうおしゃべりルーム          (47,000)

      オレンジブロッサムカフェ          (15,500)

    普及啓発事業収益          103,000 

    講演料          180,068 

    取材料          106,200          592,468 

  【その他収益】

    受取  利息                2 

        経常収益  計        2,031,415 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      謝  金          143,644 

        ６月定例会          (55,685)

        １２月定例会          (87,959)

      印刷費(事業)          959,347 

        ６月定例会           (1,970)

        ９月定例会           (4,280)



認定NPO法人オレンジティ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        １２月定例会           (6,140)

        ３月定例会           (5,570)

        東部おしゃべり           (4,861)

        中部おしゃべり             (426)

        西部おしゃべり              (85)

        とうきょうおしゃべり           (6,880)

        コグスネット          (21,383)

        会報          (66,332)

        オレンジブロッサムカフェ           (6,580)

        オレンジツリープロジェクト         (834,840)

      会  議  費(事業)          212,146 

        ６月定例会          (31,000)

        １２月定例会          (50,540)

        ３月定例会          (15,600)

        東部おしゃべり          (42,899)

        中部おしゃべり          (31,425)

        西部おしゃべり          (16,940)

        とうきょうおしゃべり           (4,760)

        会報           (1,220)

        スタッフ育成           (2,749)

        オレンジブロッサムカフェ          (15,013)

      旅費交通費(事業)          412,010 

        ６月定例会          (50,300)

        ９月定例会          (14,380)

        １２月定例会          (32,680)

        ３月定例会          (17,010)

        東部おしゃべり          (28,230)

        中部おしゃべり          (78,160)

        西部おしゃべり          (32,980)

        とうきょうおしゃべり          (47,950)

        会報          (18,900)

        スタッフ育成          (29,930)

        健康まつり          (23,740)

        オレンジブロッサムカフェ          (37,750)

      通信費(事業)          373,949 

        １２月定例会           (3,481)

        東部おしゃべり          (11,200)

        会報         (355,913)

        健康まつり             (872)

        啓発グッズ             (559)

        オレンジツリープロジェクト           (1,924)

      消耗品費(事業)           36,493 

        ９月定例会             (400)

        １２月定例会           (3,482)

        東部おしゃべり          (13,094)

        中部おしゃべり             (793)



認定NPO法人オレンジティ 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        西部おしゃべり           (1,950)

        とうきょうおしゃべり           (5,724)

        会報             (717)

        健康まつり           (5,164)

        啓発グッズ           (2,577)

        オレンジブロッサムカフェ           (2,592)

      諸  会  費(事業)            9,000 

      支払手数料(事業)            2,160 

        その他経費計        2,148,749 

          事業費  計        2,148,749 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷費            7,889 

      旅費交通費            7,340 

      通信費          106,706 

      消耗品  費            2,790 

      事務用品費            5,758 

      新聞図書費           12,012 

      保  険  料           13,800 

      諸  会  費            5,362 

      支払手数料              324 

        その他経費計          161,981 

          管理費  計          161,981 

            経常費用  計        2,310,730 

              当期経常増減額        △279,315 

【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        △279,315 

          当期正味財産増減額        △279,315 

          前期繰越正味財産額          669,188 

          次期繰越正味財産額          389,873 



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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NPO法人オレンジティ

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          502,429 

      個人         (169,152)

      定例会会場          (43,971)

      MSD株式会社         (200,000)

      中外製薬          (70,000)

      東部           (1,400)

      中部           (8,750)

      西部           (1,000)

      とうきょう             (156)

      イベント会場           (1,000)

      オレンジツリープロジェクト           (5,000)

      オレンジブロッサムカフェ           (2,000)

  【受取助成金等】

    受取助成金          936,516 

      マックスバリュ東部          (39,476)

      マックスバリュ東海中部           (8,200)

      日本財団         (888,840)

  【事業収益】

    定例会事業収益           95,500 

      １２月          (90,000)

      ３月           (5,500)

    おしゃべりルーム事業収益          107,700 

      東部おしゃべりルーム          (18,900)

      中部おしゃべりルーム           (9,300)

      西部おしゃべりルーム          (17,000)

      とうきょうおしゃべりルーム          (47,000)

      オレンジブロッサムカフェ          (15,500)

    普及啓発事業収益          103,000 

    講演料          180,068 

    取材料          106,200 

  【その他収益】

    受取  利息                2 

        経常収益  計        2,031,415 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      謝  金          143,644 

        ６月定例会          (55,685)

        １２月定例会          (87,959)

      印刷費(事業)          959,347 

        ６月定例会           (1,970)

        ９月定例会           (4,280)



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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NPO法人オレンジティ

        １２月定例会           (6,140)

        ３月定例会           (5,570)

        東部おしゃべり           (4,861)

        中部おしゃべり             (426)

        西部おしゃべり              (85)

        とうきょうおしゃべり           (6,880)

        コグスネット          (21,383)

        会報          (66,332)

        オレンジブロッサムカフェ           (6,580)

        オレンジツリープロジェクト         (834,840)

      会  議  費(事業)          212,146 

        ６月定例会          (31,000)

        １２月定例会          (50,540)

        ３月定例会          (15,600)

        東部おしゃべり          (42,899)

        中部おしゃべり          (31,425)

        西部おしゃべり          (16,940)

        とうきょうおしゃべり           (4,760)

        会報           (1,220)

        スタッフ育成           (2,749)

        オレンジブロッサムカフェ          (15,013)

      旅費交通費(事業)          412,010 

        ６月定例会          (50,300)

        ９月定例会          (14,380)

        １２月定例会          (32,680)

        ３月定例会          (17,010)

        東部おしゃべり          (28,230)

        中部おしゃべり          (78,160)

        西部おしゃべり          (32,980)

        とうきょうおしゃべり          (47,950)

        会報          (18,900)

        スタッフ育成          (29,930)

        健康まつり          (23,740)

        オレンジブロッサムカフェ          (37,750)

      通信費(事業)          373,949 

        １２月定例会           (3,481)

        東部おしゃべり          (11,200)

        会報         (355,913)

        健康まつり             (872)

        啓発グッズ             (559)

        オレンジツリープロジェクト           (1,924)

      消耗品費(事業)           36,493 

        ９月定例会             (400)

        １２月定例会           (3,482)

        東部おしゃべり          (13,094)

        中部おしゃべり             (793)



全事業所 自 平成29年 4月 1日　至 平成30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NPO法人オレンジティ

        西部おしゃべり           (1,950)

        とうきょうおしゃべり           (5,724)

        会報             (717)

        健康まつり           (5,164)

        啓発グッズ           (2,577)

        オレンジブロッサムカフェ           (2,592)

      諸  会  費(事業)            9,000 

      支払手数料(事業)            2,160 

        その他経費計        2,148,749 

          事業費  計        2,148,749 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷費            7,889 

      旅費交通費            7,340 

      通信費          106,706 

      消耗品  費            2,790 

      事務用品費            5,758 

      新聞図書費           12,012 

      保  険  料           13,800 

      諸  会  費            5,362 

      支払手数料              324 

        その他経費計          161,981 

          管理費  計          161,981 

            経常費用  計        2,310,730 

              当期経常増減額        △279,315 

【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        △279,315 

      当期正味財産増減額        △279,315 

      前期繰越正味財産額          669,188 

      次期繰越正味財産額          389,873 


