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自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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



認定NPO法人オレンジティ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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          291,362 

個人          (53,500)

テラサイクル         (237,862)         291,362 

【受取助成金等】

受取助成金           54,500 

マックスバリュ東部          (41,900)

マックスバリュ東海中部          (12,600)          54,500 

【事業収益】

講演料          120,000 

取材料           88,000          208,000 

【その他収益】

受取  利息               27 

雑  収  益            1,600            1,627 

経常収益  計          555,489 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

業務委託費          116,680 

謝  金           80,000 

１２月定例会          (80,000)

印刷費(事業)          102,407 

１２月定例会           (6,650)

コグスネット           (9,630)

会報          (81,207)

オレンジジャム           (4,920)

会  議  費(事業)           13,970 

中部おしゃべり           (9,923)

西部おしゃべり           (1,800)

オレンジブロッサムカフェ             (979)

キレイラボ           (1,268)

旅費交通費(事業)              860 

西部おしゃべり             (860)

通信費(事業)          312,717 

１２月定例会          (42,670)

中部おしゃべり           (5,044)

西部おしゃべり           (6,000)

とうきょうおしゃべり           (2,940)

会報         (247,453)

カフェとうきょう             (980)

オレンジジャム           (2,030)

カフェ           (2,980)

キレイラボ           (2,620)



認定NPO法人オレンジティ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

消耗品費(事業)           64,142 

中部おしゃべり          (10,431)

西部おしゃべり           (7,466)

とうきょうおしゃべり           (7,218)

オレンジブロッサムカフェ           (7,438)

キレイラボ          (24,461)

オレンジジャム           (7,128)

諸  会  費(事業)           12,000 

研  修  費           38,000 

スタッフ育成          (38,000)

支払手数料(事業)            2,640 

その他経費計          743,416 

事業費  計          743,416 

【管理費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

通信費          194,354 

消耗品  費          525,111 

事務用品費           38,198 

保  険  料           22,900 

諸  会  費           10,415 

租税  公課                4 

支払手数料            8,351 

雑      費           38,010 

その他経費計          837,343 

管理費  計          837,343 

経常費用  計        1,580,759 

当期経常増減額      △1,025,270 

【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      △1,025,270 

当期正味財産増減額      △1,025,270 

前期繰越正味財産額        4,187,036 

次期繰越正味財産額        3,161,766 



全事業所 令和 3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           84,083 

小口  現金           17,677 

当座  預金        1,041,535 

普通  預金        1,956,258 

現金・預金 計        3,099,553 

（売上債権）

未  収  金           55,000 

売上債権 計           55,000 

（その他流動資産）

前払  費用           27,000 

その他流動資産  計           27,000 

流動資産合計        3,181,553 

資産合計        3,181,553 

《負債の部》

【流動負債】

未  払  金           19,787 

流動負債合計           19,787 

負債合計           19,787 

《正味財産の部》

前期繰越正味財産        4,187,036 

当期正味財産増減額      △1,025,270 

正味財産合計        3,161,766 

負債及び正味財産合計        3,181,553 



全事業所 令和 3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           84,083 

現金          (84,083)

小口  現金           17,677 

中部おしゃべりルーム           (4,786)

西部おしゃべりルーム           (2,956)

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             (904)

キレイラボ           (1,699)

カフェとうきょう           (6,789)

オレンジジャム             (389)

当座  預金        1,041,535 

ゆうちょ銀行       (1,041,535)

普通  預金        1,956,258 

スルガ銀行静岡県庁       (1,947,122)

スルガ銀行２           (4,170)

ゆうちょ           (4,966)

現金・預金 計        3,099,553 

（売上債権）

未  収  金           55,000 

売上債権 計           55,000 

（その他流動資産）

前払  費用           27,000 

その他流動資産  計           27,000 

流動資産合計        3,181,553 

資産合計        3,181,553 

《負債の部》

【流動負債】

未  払  金           19,787 

流動負債合計           19,787 

負債合計           19,787 

 

正味財産        3,161,766 



全事業所 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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          291,362 

個人          (53,500)

テラサイクル         (237,862)

【受取助成金等】

受取助成金           54,500 

マックスバリュ東部          (41,900)

マックスバリュ東海中部          (12,600)

【事業収益】

講演料          120,000 

取材料           88,000 

【その他収益】

受取  利息               27 

雑  収  益            1,600 

経常収益  計          555,489 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

業務委託費          116,680 

謝  金           80,000 

１２月定例会          (80,000)

印刷費(事業)          102,407 

１２月定例会           (6,650)

コグスネット           (9,630)

会報          (81,207)

オレンジジャム           (4,920)

会  議  費(事業)           13,970 

中部おしゃべり           (9,923)

西部おしゃべり           (1,800)

オレンジブロッサムカフェ             (979)

キレイラボ           (1,268)

旅費交通費(事業)              860 

西部おしゃべり             (860)

通信費(事業)          312,717 

１２月定例会          (42,670)

中部おしゃべり           (5,044)

西部おしゃべり           (6,000)

とうきょうおしゃべり           (2,940)

会報         (247,453)

カフェとうきょう             (980)

オレンジジャム           (2,030)

カフェ           (2,980)

キレイラボ           (2,620)



全事業所 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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

消耗品費(事業)           64,142 

中部おしゃべり          (10,431)

西部おしゃべり           (7,466)

とうきょうおしゃべり           (7,218)

オレンジブロッサムカフェ           (7,438)

キレイラボ          (24,461)

オレンジジャム           (7,128)

諸  会  費(事業)           12,000 

研  修  費           38,000 

スタッフ育成          (38,000)

支払手数料(事業)            2,640 

その他経費計          743,416 

事業費  計          743,416 

【管理費】

（人件費）

人件費計                0 

（その他経費）

通信費          194,354 

消耗品  費          525,111 

事務用品費           38,198 

保  険  料           22,900 

諸  会  費           10,415 

租税  公課                4 

支払手数料            8,351 

雑      費           38,010 

その他経費計          837,343 

管理費  計          837,343 

経常費用  計        1,580,759 

当期経常増減額      △1,025,270 

【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      △1,025,270 

当期正味財産増減額      △1,025,270 

前期繰越正味財産額        4,187,036 

次期繰越正味財産額        3,161,766 


