
第 13 期

自 平成26年 1月 1日

至 平成26年12月31日

世界の子どもにワクチンを日本委員会

東京都港区三田４－１－９

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成26年12月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）世界の子どもにワクチンを日本委員会

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金           29,337 

   現　　　金           64,669   未払費用        1,559,200 

   外貨        1,240,218   預　り　金          106,144 

   ＫＳＰ　現金           14,024    流動負債  計        1,694,681 

   三井住友銀行　東京公務部        8,566,452 負債の部合計        1,694,681 

   ゆうちょ銀行        1,442,884 正　味　財　産　の　部

   イーバンク銀行オペラ支店          476,586  【正味財産】

   ＫＳＰ　ゆうちょ銀行           56,353   前期繰越正味財産額       75,329,873 

   三井住友銀行　三田通支店          715,194   当期正味財産増減額     △52,148,351 

 三菱東京ＵＦＪ銀行　田町支店        1,496,802    正味財産　計       23,181,522 

   みずほ銀行　芝支店          415,672 正味財産の部合計       23,181,522 

    現金・預金 計       14,488,854  

  （その他流動資産）  

   募金切手          221,950  

    その他流動資産  計          221,950  

     流動資産合計       14,710,804  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   建物附属設備        2,618,221  

   什器　備品          943,672  

    有形固定資産  計        3,561,893  

  （無形固定資産）  

   商標権          111,384  

   電話加入権          221,240  

   ソフトウェア          527,844  

    無形固定資産  計          860,468  

  （投資その他の資産）  

   敷　　　金        3,381,000  

   生命保険積立金        2,362,038  

    投資その他の資産  計        5,743,038  

     固定資産合計       10,165,399  

資産の部合計       24,876,203 負債・正味財産の部合計       24,876,203 



全事業所 平成26年12月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）世界の子どもにワクチンを日本委員会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           64,669 

      外貨        1,240,218 

      ＫＳＰ　現金           14,024 

      三井住友銀行　東京公務部        8,566,452 

      ゆうちょ銀行        1,442,884 

      イーバンク銀行オペラ支店          476,586 

        募金口座          (43,791)

        オークション口座         (432,795)

      ＫＳＰ　ゆうちょ銀行           56,353 

      三井住友銀行　三田通支店          715,194 

      三菱東京ＵＦＪ銀行　田町支店        1,496,802 

      みずほ銀行　芝支店          415,672 

        現金・預金 計       14,488,854 

    （その他流動資産）

      募金切手          221,950 

        その他流動資産  計          221,950 

          流動資産合計       14,710,804 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      建物附属設備        2,618,221 

      什器　備品          943,672 

        有形固定資産  計        3,561,893 

    （無形固定資産）

      商標権          111,384 

      電話加入権          221,240 

      ソフトウェア          527,844 

        無形固定資産  計          860,468 

    （投資その他の資産）

      敷　　　金        3,381,000 

      生命保険積立金        2,362,038 

        投資その他の資産  計        5,743,038 

          固定資産合計       10,165,399 

            資産の部  合計       24,876,203 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           29,337 

    未払費用        1,559,200 

    預　り　金          106,144 

      流動負債  計        1,694,681 

        負債の部  合計        1,694,681 

 

        正味財産       23,181,522 



世界の子どもにワクチンを日本委員会 自 平成26年 1月 1日　至 平成26年12月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    募金収入      232,705,901 

  【その他収益】

    受取　利息            9,422 

    為替　差益          158,741 

        経常収益  計      232,874,064 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当       35,292,502 

      法定福利費        4,899,671 

        人件費計       40,192,173 

    （その他経費）

      ワクチン供与活動費      141,590,871 

      募金活動費        6,620,976 

      ボランティア活動費        1,123,851 

      広告活動費        4,183,142 

      支援活動費       45,843,795 

      諸　謝　金           43,123 

      印刷物関係費        1,070,188 

      会　議　費            1,100 

      旅費交通費        3,904,389 

      システム関連費支出        6,171,906 

      支援国視察・調査支出        4,278,885 

      募金手数料支出        2,303,960 

      通信運搬費        2,988,171 

      消耗品　費           25,789 

      水道光熱費          310,415 

      賃  借  料        3,045,946 

      リース料          472,500 

      租税　公課              280 

      教育研修費          105,000 

      支払手数料            1,582 

      振込手数料           13,028 

        その他経費計      224,098,897 

          事業費  計      264,291,070 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        8,286,430 

      役員　報酬        1,368,000 

      法定福利費        1,522,016 

      福利厚生費          900,859 

        人件費計       12,077,305 

    （その他経費）

      旅費交通費          860,317 



世界の子どもにワクチンを日本委員会 自 平成26年 1月 1日　至 平成26年12月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      通信運搬費           62,671 

      消耗品　費          874,423 

      水道光熱費          309,726 

      賃　借　料        3,045,938 

      減価償却費          996,163 

      保　険　料           25,130 

      諸　会　費           98,000 

      租税　公課          143,025 

      支払手数料            6,416 

      支払報酬        1,682,813 

      雑　　　費           68,727 

        その他経費計        8,173,349 

          管理費  計       20,250,654 

            経常費用  計      284,541,724 

              当期経常増減額     △51,667,660 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  無形固定資産減価償却          480,691 

    経常外費用  計          480,691 

        税引前当期正味財産増減額     △52,148,351 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額     △52,148,351 

          前期繰越正味財産額       75,329,873 

          次期繰越正味財産額       23,181,522 



全事業所 自 平成26年 1月 1日　至 平成26年12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）世界の子どもにワクチンを日本委員会

【経常収益】

  【受取寄付金】

    募金収入      232,705,901 

  【その他収益】

    受取　利息            9,422 

    為替　差益          158,741 

      経常収益  計      232,874,064 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当       35,292,502 

      法定福利費        4,899,671 

        人件費計       40,192,173 

    （その他経費）

      ワクチン供与活動費      141,590,871 

      募金活動費        6,620,976 

      ボランティア活動費        1,123,851 

      広告活動費        4,183,142 

      支援活動費       45,843,795 

      諸　謝　金           43,123 

      印刷物関係費        1,070,188 

      会　議　費            1,100 

      旅費交通費        3,904,389 

      システム関連費支出        6,171,906 

      支援国視察・調査支出        4,278,885 

      募金手数料支出        2,303,960 

      通信運搬費        2,988,171 

      消耗品　費           25,789 

      水道光熱費          310,415 

      賃  借  料        3,045,946 

      リース料          472,500 

      租税　公課              280 

      教育研修費          105,000 

      支払手数料            1,582 

      振込手数料           13,028 

        その他経費計      224,098,897 

          事業費  計      264,291,070 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        8,286,430 

      役員　報酬        1,368,000 

      法定福利費        1,522,016 

      福利厚生費          900,859 

        人件費計       12,077,305 

    （その他経費）

      旅費交通費          860,317 



全事業所 自 平成26年 1月 1日　至 平成26年12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）世界の子どもにワクチンを日本委員会

      通信運搬費           62,671 

      消耗品　費          874,423 

      水道光熱費          309,726 

      賃　借　料        3,045,938 

      減価償却費          996,163 

      保　険　料           25,130 

      諸　会　費           98,000 

      租税　公課          143,025 

      支払手数料            6,416 

      支払報酬        1,682,813 

      雑　　　費           68,727 

        その他経費計        8,173,349 

          管理費  計       20,250,654 

            経常費用  計      284,541,724 

              当期経常増減額     △51,667,660 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  無形固定資産減価償却          480,691 

    経常外費用  計          480,691 

 

      税引前当期正味財産増減額     △52,148,351 

      経理区分振替額                0 

        当期正味財産増減額     △52,148,351 

        前期繰越正味財産額       75,329,873 

        次期繰越正味財産額       23,181,522 


