
長野県長野市三輪４丁目１－２０

第 10期

決　算　報　告　書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会





  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金 18,200,907 

        本部普通預金 (526,122)

        夢住普通預金 (17,674,785)

        現金・預金 計 18,200,907 

    （売上債権）

      未　収　金 787,868 

        売上債権 計 787,868 

          流動資産合計 18,988,775 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建　　　物 5,244,709 

      建物付属設備 187,043 

      什器　備品 422,699 

        有形固定資産  計 5,854,451 

    （投資その他の資産）

      退職給付引当資産 532,224 

        投資その他の資産  計 532,224 

          固定資産合計 6,386,675 

            資産合計 25,375,450 

  【流動負債】

    預　り　金 250,699 

      所得税 (19,099)

      住民税 (231,600)

      流動負債合計 250,699 

  【固定負債】

    退職給付引当金 532,224 

      固定負債合計 532,224 

        負債合計 782,923 

  前期繰越正味財産 21,215,274 

  当期正味財産増減額 3,377,253 

    正味財産合計 24,592,527 

      負債及び正味財産合計 25,375,450 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在



特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金 18,200,907 

        本部普通預金 (526,122)

        夢住普通預金 (17,674,785)

        現金・預金 計 18,200,907 

    （売上債権）

      未　収　金 787,868 

        売上債権 計 787,868 

          流動資産合計 18,988,775 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建　　　物 5,244,709 

      建物付属設備 187,043 

      什器　備品 422,699 

        有形固定資産  計 5,854,451 

    （投資その他の資産）

      退職給付引当資産 532,224 

        投資その他の資産  計 532,224 

          固定資産合計 6,386,675 

            資産合計 25,375,450 

  【流動負債】

    預　り　金 250,699 

      所得税 (19,099)

      住民税 (231,600)

      流動負債合計 250,699 

  【固定負債】

    退職給付引当金 532,224 

      固定負債合計 532,224 

        負債合計 782,923 

        正味財産 24,592,527 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在



特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在
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【経常収益】

  【受取会費】

    会員受取会費 22,450 

    利用者利用料 927,000 949,450 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 818,150 

  【受取助成金等】

    受取助成金 300,000 

    措置費 21,259,460 

      事務費収入 (19,841,160)

      事業費収入 (1,418,300) 21,559,460 

  【その他収益】

    受取　利息 142 

    雑　収　益 143,080 

      利用者外給食費収入 (143,080) 143,222 

        経常収益  計 23,470,282 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 7,409,673 

        本俸 (5,311,200)

        特殊業務手当 (180,000)

        扶養手当 (120,000)

        住居手当 (264,000)

        宿直手当 (760,000)

        寒冷地手当 (71,200)

        特別手当 (49,184)

        処遇改善費 (525,459)

        通勤手当 (128,630)

      賞与 1,740,448 

        夏季賞与 (749,400)

        冬季賞与 (991,048)

      臨時雇賃金 2,657,407 

      法定福利費(事業) 1,323,194 

        社会保険料 (1,251,016)

        労働保険料 (72,178)

      退職給付費用(事業) 151,677 

        退職年金共済 (151,677)

      福利厚生費(事業) 10,200 

        人件費計 13,292,599 

    （その他経費）

      業務委託費 628,775 

      日用品費 293,429 

      食料品費 1,227,521 

      印刷製本費(事業) 27,060 

      会　議　費(事業) 40,800 

      旅費交通費(事業) 20,220 

      車　両　費(事業) 247,039 

      教育費（事業） 6,468 

      通信運搬費(事業) 132,286 

      消耗品　費(事業) 294,505 

      修　繕　費(事業) 40,040 

      水道光熱費(事業) 1,291,050 

        上下水道 (450,223)

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日特定非営利活動法人　信濃あすなろ会



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

        ガス (285,290)

        電気 (555,537)

      地代　家賃(事業) 1,920,000 

      広報費（事業） 16,669 

      保　険　料(事業) 154,380 

      諸　会　費(事業) 56,000 

      支払手数料(事業) 21,920 

      雑　　　費(事業) 19,175 

        その他経費計 6,437,337 

          事業費  計 19,729,936 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      会　議　費 17,571 

      通信運搬費 1,120 

      減価償却費 344,402 

        その他経費計 363,093 

          管理費  計 363,093 

            経常費用  計 20,093,029 

              当期経常増減額 3,377,253 

【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 3,377,253 

          当期正味財産増減額 3,377,253 

          前期繰越正味財産額 21,215,274 

          次期繰越正味財産額 24,592,527 
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活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日特定非営利活動法人　信濃あすなろ会
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[税込]（単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    会員受取会費 22,450 

    利用者利用料 927,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 818,150 

  【受取助成金等】

    受取助成金 300,000 

    措置費 21,259,460 

      事務費収入 (19,841,160)

      事業費収入 (1,418,300)

  【その他収益】

    受取　利息 142 

    雑　収　益 143,080 

      利用者外給食費収入 (143,080)

        経常収益  計 23,470,282 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 7,409,673 

        本俸 (5,311,200)

        特殊業務手当 (180,000)

        扶養手当 (120,000)

        住居手当 (264,000)

        宿直手当 (760,000)

        寒冷地手当 (71,200)

        特別手当 (49,184)

        処遇改善費 (525,459)

        通勤手当 (128,630)

      賞与 1,740,448 

        夏季賞与 (749,400)

        冬季賞与 (991,048)

      臨時雇賃金 2,657,407 

      法定福利費(事業) 1,323,194 

        社会保険料 (1,251,016)

        労働保険料 (72,178)

      退職給付費用(事業) 151,677 

        退職年金共済 (151,677)

      福利厚生費(事業) 10,200 

        人件費計 13,292,599 

    （その他経費）

      業務委託費 628,775 

      日用品費 293,429 

      食料品費 1,227,521 

      印刷製本費(事業) 27,060 

      会　議　費(事業) 40,800 

      旅費交通費(事業) 20,220 

      車　両　費(事業) 247,039 

      教育費（事業） 6,468 

      通信運搬費(事業) 132,286 

      消耗品　費(事業) 294,505 

      修　繕　費(事業) 40,040 

      水道光熱費(事業) 1,291,050 

        上下水道 (450,223)

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

        ガス (285,290)

        電気 (555,537)

      地代　家賃(事業) 1,920,000 

      広報費（事業） 16,669 

      保　険　料(事業) 154,380 

      諸　会　費(事業) 56,000 

      支払手数料(事業) 21,920 

      雑　　　費(事業) 19,175 

        その他経費計 6,437,337 

          事業費  計 19,729,936 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計 0 

    （その他経費）

      会　議　費 17,571 

      通信運搬費 1,120 

      減価償却費 344,402 

        その他経費計 363,093 

          管理費  計 363,093 

            経常費用  計 20,093,029 

              当期経常増減額 3,377,253 

【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 3,377,253 

      当期正味財産増減額 3,377,253 

      前期繰越正味財産額 21,215,274 

      次期繰越正味財産額 24,592,527 
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[税込]（単位：円）特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
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