
第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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



全事業所 平成31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            4,516 

      小口  現金           55,880 

      当座  預金          932,796 

      普通  預金            8,369 

        現金・預金 計        1,001,561 

    （その他流動資産）

      前払  費用            5,000 

        その他流動資産  計            5,000 

          流動資産合計        1,006,561 

            資産合計        1,006,561 

《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          389,873 

  当期正味財産増減額          614,038 

    正味財産合計        1,003,911 

      負債及び正味財産合計        1,006,561 



全事業所 平成31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            4,516 

        現金           (4,516)

      小口  現金           55,880 

        中部おしゃべりルーム           (6,578)

        西部おしゃべりルーム           (4,745)

        とうきょうおしゃべりルーム          (25,635)

        オレンジブロッサムカフェ          (11,266)

        キレイラボ           (7,656)

      当座  預金          932,796 

        ゆうちょ銀行         (932,796)

      普通  預金            8,369 

        スルガ銀行静岡県庁             (117)

        スルガ銀行御殿場東           (3,286)

        ゆうちょ           (4,966)

        現金・預金 計        1,001,561 

    （その他流動資産）

      前払  費用            5,000 

        その他流動資産  計            5,000 

          流動資産合計        1,006,561 

            資産合計        1,006,561 

《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        1,003,911 



認定NPO法人オレンジティ 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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        1,443,984 

      個人         (182,600)

      定例会会場          (23,505)

      MSD株式会社         (100,000)

      中外製薬          (70,000)

      そのた企業       (1,000,000)

      東部           (5,501)

      中部          (17,874)

      西部           (6,500)

      とうきょう          (26,004)

      テラサイクル           (1,000)

      健康まつり           (6,500)

      オレンジブロッサムカフェ           (4,500)       1,443,984 

  【受取助成金等】

    受取助成金           57,376 

      マックスバリュ東部          (41,476)

      マックスバリュ東海中部          (15,900)          57,376 

  【事業収益】

    定例会事業収益           69,000 

      １２月          (69,000)

    おしゃべりルーム事業収益          130,200 

      東部おしゃべりルーム           (9,300)

      中部おしゃべりルーム           (9,300)

      西部おしゃべりルーム          (32,500)

      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          (32,100)

    普及啓発事業収益          108,000 

    講演料           30,000 

    取材料           35,000          372,200 

  【その他収益】

    受取  利息                2 

        経常収益  計        1,873,562 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      謝  金           77,959 

        １２月定例会          (77,959)

      印刷費(事業)           64,978 

        １２月定例会           (5,420)

        中部おしゃべり             (596)

        西部おしゃべり           (4,760)

        とうきょうおしゃべり           (2,220)



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

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        コグスネット           (3,780)

        会報          (41,542)

        オレンジブロッサムカフェ           (6,460)

        キレイラボ             (200)

      会  議  費(事業)          202,429 

        ９月定例会           (2,025)

        １２月定例会          (33,769)

        東部おしゃべり          (41,202)

        中部おしゃべり          (41,723)

        西部おしゃべり          (33,412)

        とうきょうおしゃべり          (24,301)

        会報           (2,050)

        スタッフ育成           (3,000)

        オレンジブロッサムカフェ          (19,202)

        キレイラボ           (1,745)

      旅費交通費(事業)          303,102 

        ９月定例会           (4,762)

        １２月定例会          (26,570)

        東部おしゃべり          (20,000)

        中部おしゃべり         (159,440)

        西部おしゃべり           (9,060)

        とうきょうおしゃべり          (29,170)

        会報          (10,520)

        健康まつり          (12,760)

        オレンジブロッサムカフェ           (5,520)

        キレイラボ          (25,300)

      通信費(事業)          193,789 

        東部おしゃべり           (3,100)

        とうきょうおしゃべり           (1,682)

        会報         (188,277)

        スタッフ育成             (730)

      消耗品費(事業)           71,167 

        東部おしゃべり          (11,204)

        西部おしゃべり           (1,620)

        とうきょうおしゃべり           (1,662)

        啓発グッズ           (2,217)

        オレンジブロッサムカフェ          (13,505)

        キレイラボ          (40,959)

      研  修  費          162,000 

        キレイラボ         (162,000)

      支払手数料(事業)            1,422 

      支払  利息(事業)              432 

        その他経費計        1,077,278 

          事業費  計        1,077,278 

  【管理費】

    （人件費）



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

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷費            7,429 

      会  議  費           16,050 

      旅費交通費           17,970 

      通信費          101,320 

      消耗品  費            4,332 

      事務用品費            3,271 

      新聞図書費            6,804 

      保  険  料           12,850 

      諸  会  費           10,362 

      租税  公課              600 

      支払手数料            1,258 

        その他経費計          182,246 

          管理費  計          182,246 

            経常費用  計        1,259,524 

              当期経常増減額          614,038 

【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          614,038 

          当期正味財産増減額          614,038 

          前期繰越正味財産額          389,873 

          次期繰越正味財産額        1,003,911 



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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        1,443,984 

      個人         (182,600)

      定例会会場          (23,505)

      MSD株式会社         (100,000)

      中外製薬          (70,000)

      そのた企業       (1,000,000)

      東部           (5,501)

      中部          (17,874)

      西部           (6,500)

      とうきょう          (26,004)

      テラサイクル           (1,000)

      健康まつり           (6,500)

      オレンジブロッサムカフェ           (4,500)

  【受取助成金等】

    受取助成金           57,376 

      マックスバリュ東部          (41,476)

      マックスバリュ東海中部          (15,900)

  【事業収益】

    定例会事業収益           69,000 

      １２月          (69,000)

    おしゃべりルーム事業収益          130,200 

      東部おしゃべりルーム           (9,300)

      中部おしゃべりルーム           (9,300)

      西部おしゃべりルーム          (32,500)

      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          (32,100)

    普及啓発事業収益          108,000 

    講演料           30,000 

    取材料           35,000 

  【その他収益】

    受取  利息                2 

        経常収益  計        1,873,562 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      謝  金           77,959 

        １２月定例会          (77,959)

      印刷費(事業)           64,978 

        １２月定例会           (5,420)

        中部おしゃべり             (596)

        西部おしゃべり           (4,760)

        とうきょうおしゃべり           (2,220)



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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

        コグスネット           (3,780)

        会報          (41,542)

        オレンジブロッサムカフェ           (6,460)

        キレイラボ             (200)

      会  議  費(事業)          202,429 

        ９月定例会           (2,025)

        １２月定例会          (33,769)

        東部おしゃべり          (41,202)

        中部おしゃべり          (41,723)

        西部おしゃべり          (33,412)

        とうきょうおしゃべり          (24,301)

        会報           (2,050)

        スタッフ育成           (3,000)

        オレンジブロッサムカフェ          (19,202)

        キレイラボ           (1,745)

      旅費交通費(事業)          303,102 

        ９月定例会           (4,762)

        １２月定例会          (26,570)

        東部おしゃべり          (20,000)

        中部おしゃべり         (159,440)

        西部おしゃべり           (9,060)

        とうきょうおしゃべり          (29,170)

        会報          (10,520)

        健康まつり          (12,760)

        オレンジブロッサムカフェ           (5,520)

        キレイラボ          (25,300)

      通信費(事業)          193,789 

        東部おしゃべり           (3,100)

        とうきょうおしゃべり           (1,682)

        会報         (188,277)

        スタッフ育成             (730)

      消耗品費(事業)           71,167 

        東部おしゃべり          (11,204)

        西部おしゃべり           (1,620)

        とうきょうおしゃべり           (1,662)

        啓発グッズ           (2,217)

        オレンジブロッサムカフェ          (13,505)

        キレイラボ          (40,959)

      研  修  費          162,000 

        キレイラボ         (162,000)

      支払手数料(事業)            1,422 

      支払  利息(事業)              432 

        その他経費計        1,077,278 

          事業費  計        1,077,278 

  【管理費】

    （人件費）



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷費            7,429 

      会  議  費           16,050 

      旅費交通費           17,970 

      通信費          101,320 

      消耗品  費            4,332 

      事務用品費            3,271 

      新聞図書費            6,804 

      保  険  料           12,850 

      諸  会  費           10,362 

      租税  公課              600 

      支払手数料            1,258 

        その他経費計          182,246 

          管理費  計          182,246 

            経常費用  計        1,259,524 

              当期経常増減額          614,038 

【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          614,038 

      当期正味財産増減額          614,038 

      前期繰越正味財産額          389,873 

      次期繰越正味財産額        1,003,911 


