
Ⅰ 資産の部
1 流動資産

現金預金 13,930,559
未収入金 5,693,870

流動資産合計 19,624,429
2 固定資産

(1) 有形固定資産
車両運搬具 2,556,806
器具備品 233,457
有形固定資産計 2,790,263

(2) 無形固定資産
一 省略 電話加入権 38,640
二 省略 無形固定資産計 38,640
三 (3) 投資その他の資産

敷金 1,690,000
預託金 24,080
投資その他の資産計 1,714,080

固定資産合計 4,542,983
四 省略 資産合計 24,167,412

2 Ⅱ 負債の部
3 1 流動負債
4 未払金 93,809

預り金 176,163
未払法人税等 70,000
流動負債合計 339,972

2 固定負債
5 省略 固定負債合計

負債合計 339,972
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 23,570,605
当期正味財産増減額 256,845
正味財産合計 23,827,450
負債及び正味財産合計 24,167,422

第50条

　以下に、特定非営利活動促進法第二十八条の二と特定非営利活動法
人たつなみ会定款第50条で規定している、貸借対照表を公告します。

貸借対照表の公告
2022年6月26日更新

特定非営利活動促進法

（貸借対照表の公告）

省略
省略

特定非営利活動法人たつなみ会定款

（公告の方法）

第二十八条の二

【参考】

特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところによ
り、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表
の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定め
る方法によりこれを公告しなければならない。

電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が
公告すべき内容である情報の提供を受けること
ができる状態に置く措置であって内閣府令で定
めるものをとる公告の方法をいう。以下この条
において同じ。）

特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告に
よる公告をする場合には、前条第一項の規定による前
事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が
経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して
当該公告をしなければならない。

この法人の公告は、事務所の掲示板に掲示するとともに官報
に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借
対照表の公告については、この法人のホームページにおいて
行う。

科 目

2017年度貸借対照表
2018年3月31日現在

特定非営利活動法人たつなみ会
（単位：円）

金 額



Ⅰ 資産の部 Ⅰ 資産の部
1 流動資産 1 流動資産

現金預金 15,383,782 現金預金 13,461,162
未収入金 5,888,706 未収入金 5,683,577

流動資産合計 21,272,488 流動資産合計 19,144,739
2 固定資産 2 固定資産

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
建物附属設備 1,362,086 建物附属設備 1,268,742
車両運搬具 1,705,391 車両運搬具 1,135,791
器具備品 155,716 器具備品 103,863
有形固定資産計 3,223,193 有形固定資産計 2,508,396

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
無形固定資産計 無形固定資産計

(3) 投資その他の資産 (3) 投資その他の資産
敷金 1,690,000 敷金 1,690,000
預託金 24,090 預託金 24,090
投資その他の資産計 1,714,090 投資その他の資産計 1,714,090

固定資産合計 4,937,283 固定資産合計 4,222,486
資産合計 26,209,771 資産合計 23,367,225

Ⅱ 負債の部 Ⅱ 負債の部
1 流動負債 1 流動負債

未払金 68,126 未払金 53,938
預り金 230,566 預り金 84,826
未払法人税等 70,000 未払法人税等 70,000
流動負債合計 368,692 流動負債合計 208,764

2 固定負債 2 固定負債
固定負債合計 固定負債合計

負債合計 368,692 負債合計 208,764
Ⅲ 正味財産の部 Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 23,827,450 前期繰越正味財産 25,841,079
当期正味財産増減額 2,013,629 当期正味財産増減額 ▲2,682,618
正味財産合計 25,841,079 正味財産合計 23,158,461
負債及び正味財産合計 26,209,771 負債及び正味財産合計 23,367,225

2018年度貸借対照表
2019年3月31日現在

特定非営利活動法人たつなみ会
（単位：円）

科 目 金 額

2019年度貸借対照表
2020年3月31日現在

特定非営利活動法人たつなみ会
（単位：円）

科 目 金 額



Ⅰ　資産の部 Ⅰ　資産の部
１　流動資産 １　流動資産

現金預金 11,058,825 現金預金 9,800,006
未収入金 5,807,116 未収入金 7,128,448

　流　動　資　産　合　計 16,865,941 　流　動　資　産　合　計 16,928,454
２　固定資産 ２　固定資産

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産
建物附属設備 1,175,398 建物附属設備 1,082,054
車両運搬具 566,191 車両運搬具 3
器具備品 69,173 器具備品 34,483
有形固定資産計 1,810,762 有形固定資産計 1,116,540

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産
無形固定資産計 無形固定資産計

(3)投資その他の資産 (3)投資その他の資産
　　 敷金 1,690,000 　　 敷金 1,690,000

預託金 24,090 預託金 24,090
投資その他の資産計 1,714,090 投資その他の資産計 1,714,090

　固　定　資　産　合　計 3,524,852 　固　定　資　産　合　計 2,830,630
資　　産　　合　　計 20,390,793 資　　産　　合　　計 19,759,084

Ⅱ　負債の部 Ⅱ　負債の部
１　流動負債 １　流動負債

未払金 67,081 未払金 243,865
預り金 111,854 預り金 92,907
未払法人税等 70,000 未払法人税等 70,000

　流　動　負　債　合　計 248,935 　流　動　負　債　合　計 406,772
２　固定負債 ２　固定負債
　長　期　負　債　合　計 　長　期　負　債　合　計
負　　債　　合　　計 248,935 負　　債　　合　　計 406,772

Ⅲ　正味財産の部 Ⅲ　正味財産の部
 前期繰越正味財産 23,158,461  前期繰越正味財産 20,141,858
 当期正味財産増減額 ▲3,016,603  当期正味財産増減額 ▲789,546
 正　味　財　産　合　計 20,141,858  正　味　財　産　合　計 19,352,312
負債及び正味財産合計 20,390,793 負債及び正味財産合計 19,759,084

2020年度貸借対照表
2021年3月31日現在

特定非営利活動法人たつなみ会
（単位：円）

科 目 金 額 金 額科 目

2021年度貸借対照表
2022年3月31日現在

特定非営利活動法人たつなみ会
（単位：円）


