
第 16 期

自 平成31年 4月 1日

至 平成32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32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          112,114 

      小口  現金           22,995 

      当座  預金          766,596 

      普通  預金        3,195,229 

        現金・預金 計        4,096,934 

    （売上債権）

      未  収  金           88,000 

        売上債権 計           88,000 

    （その他流動資産）

      前払  費用            7,500 

        その他流動資産  計            7,500 

          流動資産合計        4,192,434 

            資産合計        4,192,434 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金            5,398 

      流動負債合計            5,398 

        負債合計            5,398 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        1,003,911 

  当期正味財産増減額        3,183,125 

    正味財産合計        4,187,036 

      負債及び正味財産合計        4,192,434 



全事業所 平成32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          112,114 

        現金         (112,114)

      小口  現金           22,995 

        中部おしゃべりルーム           (6,306)

        西部おしゃべりルーム           (6,404)

        とうきょうおしゃべりルーム             (154)

        オレンジブロッサムカフェ           (1,103)

        キレイラボ           (1,850)

        カフェとうきょう           (6,789)

        オレンジジャム             (389)

      当座  預金          766,596 

        ゆうちょ銀行         (766,596)

      普通  預金        3,195,229 

        スルガ銀行静岡県庁       (3,189,001)

        スルガ銀行２           (1,262)

        ゆうちょ           (4,966)

        現金・預金 計        4,096,934 

    （売上債権）

      未  収  金           88,000 

        売上債権 計           88,000 

    （その他流動資産）

      前払  費用            7,500 

        その他流動資産  計            7,500 

          流動資産合計        4,192,434 

            資産合計        4,192,434 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金            5,398 

      流動負債合計            5,398 

        負債合計            5,398 

 

        正味財産        4,187,036 



認定NPO法人オレンジティ 自 平成31年 4月 1日　至 平成32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        3,720,915 

      個人         (284,070)

      定例会会場          (83,130)

      中外製薬          (70,000)

      中部          (24,415)

      西部           (9,300)

      とうきょう           (8,700)

      イベント会場          (17,000)

      オレンジブロッサムカフェ           (6,850)

      READYFOR       (1,703,000)

      カフェとうきょう           (8,450)

      オレンジジャム           (4,000)

      キレイラボ           (2,000)

      大鵬製薬       (1,500,000)       3,720,915 

  【受取助成金等】

    受取助成金          654,800 

      マックスバリュ東部          (38,600)

      マックスバリュ東海中部          (16,200)

      正力厚生会         (500,000)

      日本対がん協会         (100,000)         654,800 

  【事業収益】

    定例会事業収益          120,000 

      ６月          (60,000)

      １２月          (60,000)

    おしゃべりルーム事業収益          129,400 

      中部おしゃべりルーム          (14,100)

      西部おしゃべりルーム          (28,000)

      とうきょうおしゃべりルーム          (35,500)

      オレンジブロッサムカフェ          (35,800)

      カフェとうきょう           (7,500)

      オレンジジャム           (4,500)

      キレイラボ           (4,000)

    普及啓発事業収益           34,500 

    講演料          456,300 

    取材料          184,100          924,300 

  【その他収益】

    受取  利息                6 

        経常収益  計        5,300,021 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      謝  金          214,548 



認定NPO法人オレンジティ 自 平成31年 4月 1日　至 平成32年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        ６月定例会         (144,548)

        １２月定例会          (70,000)

      印刷費(事業)          182,163 

        ６月定例会           (2,650)

        １２月定例会           (6,710)

        とうきょうおしゃべり             (250)

        会報          (65,080)

        オレンジブロッサムカフェ           (4,040)

        キレイラボ          (10,168)

        動画配信          (93,265)

      会  議  費(事業)          292,367 

        ６月定例会          (67,685)

        ９月定例会          (18,501)

        １２月定例会          (40,241)

        中部おしゃべり          (41,244)

        西部おしゃべり          (30,031)

        とうきょうおしゃべり          (37,259)

        健康まつり           (7,000)

        オレンジブロッサムカフェ          (14,627)

        キレイラボ          (10,347)

        オレンジジャム          (10,000)

        動画配信          (13,200)

        カフェとうきょう           (2,232)

      旅費交通費(事業)          290,571 

        ６月定例会          (34,730)

        ９月定例会           (1,065)

        １２月定例会          (32,424)

        中部おしゃべり          (13,260)

        西部おしゃべり           (4,620)

        とうきょうおしゃべり          (32,528)

        会報           (6,040)

        啓発イベント           (6,100)

        講演会          (10,060)

        オレンジブロッサムカフェ          (38,900)

        キレイラボ          (30,670)

        育成          (13,270)

        動画配信          (60,770)

        カフェとうきょう           (6,134)

      通信費(事業)          319,905 

        ９月定例会           (1,477)

        とうきょうおしゃべり           (2,182)

        会報         (208,790)

        啓発イベント           (1,527)

        啓発グッズ             (540)

        講演会             (910)

        動画配信         (103,748)



認定NPO法人オレンジティ 自 平成31年 4月 1日　至 平成32年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        カフェとうきょう             (120)

        オレンジジャム             (611)

      消耗品費(事業)          249,102 

        ６月定例会             (300)

        中部おしゃべり             (483)

        西部おしゃべり             (990)

        とうきょうおしゃべり             (544)

        会報           (3,168)

        啓発グッズ          (45,291)

        オレンジブロッサムカフェ          (10,006)

        キレイラボ          (29,217)

        動画配信         (158,428)

        カフェとうきょう             (675)

      研  修  費           48,000 

        スタッフ育成          (48,000)

      支払手数料(事業)            5,122 

        その他経費計        1,601,778 

          事業費  計        1,601,778 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷費            8,502 

      会  議  費           14,660 

      旅費交通費            7,480 

      通信費          110,177 

      消耗品  費            3,432 

      事務用品費           25,130 

      接待交際費            2,160 

      保  険  料           13,200 

      諸  会  費           10,362 

      支払手数料          320,015 

        その他経費計          515,118 

          管理費  計          515,118 

            経常費用  計        2,116,896 

              当期経常増減額        3,183,125 

【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        3,183,125 

          当期正味財産増減額        3,183,125 

          前期繰越正味財産額        1,003,911 

          次期繰越正味財産額        4,187,036 



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 平成32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        3,720,915 

      個人         (284,070)

      定例会会場          (83,130)

      中外製薬          (70,000)

      中部          (24,415)

      西部           (9,300)

      とうきょう           (8,700)

      イベント会場          (17,000)

      オレンジブロッサムカフェ           (6,850)

      READYFOR       (1,703,000)

      カフェとうきょう           (8,450)

      オレンジジャム           (4,000)

      キレイラボ           (2,000)

      大鵬製薬       (1,500,000)

  【受取助成金等】

    受取助成金          654,800 

      マックスバリュ東部          (38,600)

      マックスバリュ東海中部          (16,200)

      正力厚生会         (500,000)

      日本対がん協会         (100,000)

  【事業収益】

    定例会事業収益          120,000 

      ６月          (60,000)

      １２月          (60,000)

    おしゃべりルーム事業収益          129,400 

      中部おしゃべりルーム          (14,100)

      西部おしゃべりルーム          (28,000)

      とうきょうおしゃべりルーム          (35,500)

      オレンジブロッサムカフェ          (35,800)

      カフェとうきょう           (7,500)

      オレンジジャム           (4,500)

      キレイラボ           (4,000)

    普及啓発事業収益           34,500 

    講演料          456,300 

    取材料          184,100 

  【その他収益】

    受取  利息                6 

        経常収益  計        5,300,021 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      謝  金          214,548 



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 平成32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

        ６月定例会         (144,548)

        １２月定例会          (70,000)

      印刷費(事業)          182,163 

        ６月定例会           (2,650)

        １２月定例会           (6,710)

        とうきょうおしゃべり             (250)

        会報          (65,080)

        オレンジブロッサムカフェ           (4,040)

        キレイラボ          (10,168)

        動画配信          (93,265)

      会  議  費(事業)          292,367 

        ６月定例会          (67,685)

        ９月定例会          (18,501)

        １２月定例会          (40,241)

        中部おしゃべり          (41,244)

        西部おしゃべり          (30,031)

        とうきょうおしゃべり          (37,259)

        健康まつり           (7,000)

        オレンジブロッサムカフェ          (14,627)

        キレイラボ          (10,347)

        オレンジジャム          (10,000)

        動画配信          (13,200)

        カフェとうきょう           (2,232)

      旅費交通費(事業)          290,571 

        ６月定例会          (34,730)

        ９月定例会           (1,065)

        １２月定例会          (32,424)

        中部おしゃべり          (13,260)

        西部おしゃべり           (4,620)

        とうきょうおしゃべり          (32,528)

        会報           (6,040)

        啓発イベント           (6,100)

        講演会          (10,060)

        オレンジブロッサムカフェ          (38,900)

        キレイラボ          (30,670)

        育成          (13,270)

        動画配信          (60,770)

        カフェとうきょう           (6,134)

      通信費(事業)          319,905 

        ９月定例会           (1,477)

        とうきょうおしゃべり           (2,182)

        会報         (208,790)

        啓発イベント           (1,527)

        啓発グッズ             (540)

        講演会             (910)

        動画配信         (103,748)



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 平成32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

        カフェとうきょう             (120)

        オレンジジャム             (611)

      消耗品費(事業)          249,102 

        ６月定例会             (300)

        中部おしゃべり             (483)

        西部おしゃべり             (990)

        とうきょうおしゃべり             (544)

        会報           (3,168)

        啓発グッズ          (45,291)

        オレンジブロッサムカフェ          (10,006)

        キレイラボ          (29,217)

        動画配信         (158,428)

        カフェとうきょう             (675)

      研  修  費           48,000 

        スタッフ育成          (48,000)

      支払手数料(事業)            5,122 

        その他経費計        1,601,778 

          事業費  計        1,601,778 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷費            8,502 

      会  議  費           14,660 

      旅費交通費            7,480 

      通信費          110,177 

      消耗品  費            3,432 

      事務用品費           25,130 

      接待交際費            2,160 

      保  険  料           13,200 

      諸  会  費           10,362 

      支払手数料          320,015 

        その他経費計          515,118 

          管理費  計          515,118 

            経常費用  計        2,116,896 

              当期経常増減額        3,183,125 

【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        3,183,125 

      当期正味財産増減額        3,183,125 

      前期繰越正味財産額        1,003,911 

      次期繰越正味財産額        4,187,036 


