
書式第１７号（法第２８条関係）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 137,670 
        東京 (59,327)
        パプア (78,343)
      現金・外貨 1,519,626 
        東京手持（USD） (103,822)
        東京手持（ｶﾒﾙｰﾝﾌﾗﾝ) (1,463)
        ケニア現地（ｼﾘﾝｸﾞ) (1,248,674)
        パプア現地（ｷﾅ) (165,667)
      当座  預金 359,529 
        ゆうちょ銀行 振替口座 (359,529)
      普通  預金 13,323,894 
        三菱UFJ本郷（5233825) (1,229,316)
        三菱UFJ本郷（寄付） (461,739)
        三菱UFJ上野（母子手帳会議） (920,021)
        三菱UFJ本郷（ｼｴﾗﾚｵﾈ) (10,850)
        三菱UFJ上野（ｹﾆｱ) (1)
        ゆうちょ銀行（本郷三） (7,867)
        楽天銀行 (1,470,845)
        住信SBIﾈｯﾄ銀行 (43,874)
        りそな銀行（ﾊﾟﾌﾟｱ専用) (9,178,974)
        りそな銀行（前受金受取） (405)
        りそな銀行（ｼｴﾗﾚｵﾈ) (2)
      外貨　預金 8,500,738 
        三菱UFJ本郷（USD） (5)
        三菱UFJ上野（USD） (117)
        ｹﾆｱabsa(KES 0708028606) (325,380)
        ｹﾆｱabsa(KES1 2029630) (853,866)
        ｹﾆｱabsa(KES2 204416) (85,007)
        ｹﾆｱabsa(USD 204223989) (3,309,620)
        ｹﾆｱabsa(USD 202966768) (1,317,118)
        ｹﾆｱabsa(USD 2044307998) (787,864)
        ﾊﾟﾌﾟｱ（7000731377) (1,821,761)
        現金・預金 計 23,841,457 
    （売上債権）
      売  掛  金 18,362,634 
        売上債権 計 18,362,634 
    （その他流動資産）
      前払  費用 410,000 
        その他流動資産  計 410,000 
          流動資産合計 42,614,091 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      車両運搬具 2,016,216 
        三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛ(KES800,000中古ｹﾆｱ) (1)
        MAZDA BT-50($44,619.22新車ｹﾆｱ) (1,287,017)
        日産 NAVARA(K92,248.44 新車ﾊﾟﾌ (729,198)
      什器  備品 1 
        その他補助 (1)
        有形固定資産  計 2,016,217 
          固定資産合計 2,016,217 
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            資産合計 44,630,308 

  【流動負債】
    未  払  金 4,079,055 
      6月分給与等 (159,134)
      6月分社会保険 (204,149)
      ケニア事業給与等 (1,315,564)
      パプア事業給与等 (1,768,104)
      シエラレオネ事業 (140,204)
      未払消費税 (491,900)
    前  受  金 6,247,950 
      ケニア事業 (3,265,200)
      シエラレオネ事業 (2,982,750)
    預  り  金 403,477 
      源泉所得税 (248,852)
      源泉報酬 (51,945)
      住民税 (69,700)
      雇用保険 (9,180)
      健康保険・厚生年金 (23,800)
      流動負債合計 10,730,482 
  【固定負債】
    長期借入金 11,500,000 
      役員 (11,500,000)
      固定負債合計 11,500,000 
        負債合計 22,230,482 

        正味財産 22,399,826 

《負債の部》



書式第１５号（法第２８条関係）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 137,670 
      現金・外貨 1,519,626 
      当座  預金 359,529 
      普通  預金 13,323,894 
      外貨　預金 8,500,738 
        現金・預金 計 23,841,457 
    （売上債権）
      売  掛  金 18,362,634 
        売上債権 計 18,362,634 
    （その他流動資産）
      前払  費用 410,000 
        その他流動資産  計 410,000 
          流動資産合計 42,614,091 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      車両運搬具 2,016,216 
      什器  備品 1 
        有形固定資産  計 2,016,217 
          固定資産合計 2,016,217 

            資産合計 44,630,308 

  【流動負債】
    未  払  金 4,079,055 
    前  受  金 6,247,950 
    預  り  金 403,477 
      流動負債合計 10,730,482 
  【固定負債】
    長期借入金 11,500,000 
      固定負債合計 11,500,000 
        負債合計 22,230,482 

  前期繰越正味財産 23,872,371 
  当期正味財産増減額 △ 1,472,545 
    正味財産合計 22,399,826 

      負債及び正味財産合計 44,630,308 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

令和3(2021)年度　貸借対照表
令和4(2022)年6月30日現在

特定非営利活動法人ＨＡＮＤＳ
[税込]（単位：円）

事 業 報 告 用 



書式第１３号（法第２８条関係）

特定非営利活動
に係る事業

その他の事業 合計

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 430,000 430,000 
    賛助会員受取会費 107,000 107,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 1,750,800 1,750,800 
  【受取助成金等】
    受取助成金 3,957,341 3,957,341 
    受取補助金 39,668,180 39,668,180 
  【事業収益】
    受託事業収益 25,326,702 25,326,702 
    事業収益 94,040 94,040 
  【その他収益】
    受取  利息 118 118 
    為替  差益 2,181,930 2,181,930 
    雑  収  益 1,589,000 1,589,000 
        経常収益  計 75,105,111 0 75,105,111 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 33,606,289 33,606,289 
      雑　給(事業) 56,983 56,983 
      法定福利費(事業) 3,109,655 3,109,655 
      退職給付費用(事業) 46,930 46,930 
      通  勤  費(事業) 349,260 349,260 
      福利厚生費(事業) 346,093 346,093 
        人件費計 37,515,210 0 37,515,210 
    （その他経費）
      業務委託費(事業) 3,687,059 3,687,059 
      諸  謝  金(事業) 1,862,181 1,862,181 
      印刷製本費(事業) 290,441 290,441 
      会  議  費(事業) 5,023 5,023 
      旅費交通費(事業) 6,381,842 6,381,842 
      車  両  費(事業) 1,840,333 1,840,333 
      通信運搬費(事業) 370,312 370,312 
      消耗品事務備品費(事業) 1,414,552 1,414,552 
      修  繕  費(事業) 157,285 157,285 
      水道光熱費(事業) 206,886 206,886 
      地代  家賃(事業) 2,635,773 2,635,773 
      賃  借  料(事業) 2,521 2,521 
      減価償却費(事業) 1,006,598 1,006,598 
      保  険  料(事業) 736,606 736,606 
      広告宣伝費(事業) 111,476 111,476 
      諸  会  費(事業) 2,606 2,606 
      書　籍　代(事業) 7,040 7,040 
      租税  公課(事業) 1,985,350 1,985,350 
      研  修  費(事業) 6,366,742 6,366,742 
      支払手数料(事業) 1,030,914 1,030,914 
      支払寄付金(事業) 6,902,015 6,902,015 
      為替  差損(事業) 459,373 459,373 
      雑      費(事業) 145,016 145,016 
        その他経費計 37,607,944 0 37,607,944 
          事業費  計 75,123,154 0 75,123,154 
  【管理費】
    （人件費）
      給料  手当 305,135 305,135 

令和3(2021)年度　活動計算書（その他事業がない場合）
令和3(2021)年7月1日から令和4(2022)年6月30日まで

特定非営利活動法人ＨＡＮＤＳ
[税込]（単位：円）

事 業 報 告 用 



令和3(2021)年度　活動計算書（その他事業がない場合）
令和3(2021)年7月1日から令和4(2022)年6月30日まで

特定非営利活動法人ＨＡＮＤＳ
[税込]（単位：円）

      雑　給 11,000 11,000 
      法定福利費 59,129 59,129 
      通  勤  費 45,659 45,659 
      福利厚生費 7,441 7,441 
        人件費計 428,364 0 428,364 
    （その他経費）
      印刷製本費 44,172 44,172 
      旅費交通費 792 792 
      通信運搬費 137,380 137,380 
      消耗品 事務備品 費 61,663 61,663 
      水道光熱費 137,802 137,802 
      地代  家賃 95,427 95,427 
      広告宣伝費 25,289 25,289 
      接待交際費 4,860 4,860 
      諸  会  費 55,200 55,200 
      租税  公課 4,484 4,484 
      支払手数料 530,624 530,624 
        その他経費計 1,097,693 0 1,097,693 
          管理費  計 1,526,057 0 1,526,057 
            経常費用  計 76,649,211 0 76,649,211 
              当期経常増減額 △ 1,544,100 0 △ 1,544,100 
【経常外収益】
  過年度損益修正益 71,555 71,555 
    経常外収益  計 71,555 0 71,555 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 0 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 1,472,545 0 △ 1,472,545 
          当期正味財産増減額 △ 1,472,545 0 △ 1,472,545 
          前期繰越正味財産額 23,872,371 0 23,872,371 
          次期繰越正味財産額 22,399,826 0 22,399,826 
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