
第１４期

財　務　諸　表

至　２０１５年３月３１日

貸借対照表
正味財産増減計算書

特定非営利活動法人
ジャパン・プラットフォーム

自　２０１４年４月　１日

キャッシュ・フロー計算書



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位:円)

当年度

Ⅰ　資産の部

1.流動資産

現金預金 329,504,179

未収金 36,132,238

前払金 305,953

立替金 23,000

前払費用 10,869,708

流動資産合計 376,835,078

2.固定資産

　(1)特定資産

外務省供与資金 4,179,111,334

事業特定寄付金 847,376,889

事業用資金 85,994,870

特定資産合計 5,112,483,093

建物付属設備 4,330,106

車両運搬具 1,227,998

什器備品 632,280

ソフトウェア 699,150

リサイクル預託金 33,020

保証金 7,650,960

長期金銭債権 6,560,485

貸倒引当金 ▲3,370,024

その他固定資産合計 17,763,975

固定資産合計 5,130,247,068

資　産　合　計 5,507,082,146

未払金 165,467,637

前受金 1,467,470

預り返還金 237,322,510

預り金 3,004,488

未払法人税等 1,386,800

流動負債合計 408,648,905

負　債　合　計 408,648,905

1.指定正味財産

外務省供与資金 3,829,397,266

事業特定寄付金 816,753,400

事業用資金 80,172,884

指定正味財産合計 4,726,323,550

(4,726,323,550)

2.一般正味財産 372,109,691

(うち特定資産への充当額) (0)

5,098,433,241

負債及び正味財産合計 5,507,082,146

正味財産合計

科目

　(2)その他固定資産

Ⅲ　正味財産の部

Ⅱ　負債の部

1.流動負債

(うち特定資産への充当額）

貸借対照表
第１４期

２０１５年　３月３１日現在



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位：円)

当年度

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

①受取会費 (24,875,000)

　会員受取会費 1,290,000

　賛助会員受取会費 23,585,000

②受取補助金等 (3,841,197,577)

　受取外務省供与資金振替額 3,801,159,455

　受取復興庁供与資金振替額 29,412,720

　受取研修事業補助金 10,625,402

③受取寄付金 (415,689,529)

  受取事業特定寄付金振替額 323,207,856

　受取事業特定寄付金返還額 76,728,408

  受取一般寄付金 8,987,299

　受取物品現物寄付 6,765,966

④その他指定正味財産からの振替額 (325,800,896)

　受取事業用資金振替額 168,156,594

　運営資金等振替額 157,644,302

⑤雑収益 (801,667)

　受取利息 219,364

　雑収益 582,303

経常収益計 4,608,364,669

(2)経常費用

①助成活動事業費 4,124,367,311

②支援活動事業費 173,260,190

③管理費 (212,327,317)

　人件費 126,980,539

　広報活動 14,123,305

　その他管理費 71,223,473

経常費用計 4,509,954,818

評価損益等調整前当期経常増減額 98,409,851

当期経常増減額 98,409,851

2.経常外増減の部

(1)経常外費用

①雑損失 2,539,345

②固定資産除却損 224,855

経常外費用計 2,764,200

当期経常外増減額 ▲2,764,200

税引前一般正味財産増減額 95,645,651

法人税住民事業税 1,386,800

当期一般正味財産増減額 94,258,851

一般正味財産期首残高 277,850,840

一般正味財産期末残高 372,109,691

①受取補助金等 (6,795,787,087)

　受取外務省供与資金 6,755,970,000

　受取復興庁供与資金 29,412,720

　受取研修事業補助金 10,404,367

②受取寄付金 (241,424,044)

　受取事業特定寄付金 241,424,044

③外務省供与資金返還取崩 ▲491,437,360

④一般正味財産への振替額 ▲4,479,580,927

当期指定正味財産増減額 2,066,192,844

指定正味財産期首残高 2,660,130,706

指定正味財産期末残高 4,726,323,550

5,098,433,241Ⅲ　正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

正味財産増減計算書

第１４期

自　２０１４年４月１日　　至　２０１５年３月３１日

科目



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位：円)

当年度

1.事業活動によるキャッシュ・フロー

1.事業活動収入

(1)会費収入

　会員会費収入 1,290,000

　賛助会員会費収入 24,335,000

(2)受取補助金収入

　外務省供与資金収入 6,755,970,000

　研修事業補助金収入 20,538,534

(3)寄付金収入

  事業特定寄付金収入 241,424,044

　受取一般寄付金収入 8,987,299

　受取物品現物寄付収入 1,562,086

(4)事業費返還金収入

外務省供与資金返還金収入 214,195,001

事業特定寄付金返還金収入 80,978,079

(5)雑収入

　受取利息 219,364

　雑収益 341,376

事業活動収入計 7,349,840,783

2.事業活動支出

(1)助成活動事業費支出 4,039,516,477

(2)事業特定返還金支出 462,413,406

(3)支援活動事業費支出 177,936,769

(4)管理費支出

人件費支出 123,956,866

広報活動支出 10,760,859

その他管理費支出 57,998,282

事業活動支出計 4,872,582,659

事業活動によるキャッシュ・フロー 2,477,258,124

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

1.投資活動収入

　 敷金・保証金戻り収入 4,366,200

投資活動収入計 4,366,200

2.投資活動支出

固定資産取得支出 6,274,232

保証金支出 174,000

雑損失支出 1,069,672

投資活動支出計 7,517,904

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲3,151,704

Ⅲ　現金及び現金同等物に係る換算差額 68,089

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 2,474,174,509

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,967,812,763

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 5,441,987,272

科目

キャッシュ・フロー計算書

第１４期

自　２０１４年４月１日　　至　２０１５年３月３１日



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

1.財務諸表等の作成の基礎

　財務諸表等は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

2.重要な会計方針

　当事業年度から公益法人会計基準(平成20年 4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

　(1)固定資産の減価償却方法

　　①有形固定資産

　　　法人税法の規定に基づく定率法

　　②無形固定資産

　　　法人税法の規定に基づく定額法

　(2)引当金の計上基準

　　 貸倒引当金･･･債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、

　　　　　　　　　回収不能見込額を計上している。

　(3)消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

　(4)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能

　　 であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から

　　 なっている。

3.特定資産の増減額及びその残高

　特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

- 6,858,309,502 2,679,198,168 4,179,111,334

- 1,254,828,578 407,451,689 847,376,889

- 305,066,990 219,072,120 85,994,870

- 8,418,205,070 3,305,721,977 5,112,483,093

4.特定資産の財源等の内訳

　特定資産の財源等は、次のとおりである。

(単位:円)

4,179,111,334 (3,829,397,266) (-) (349,714,068)

847,376,889 (816,753,400) (-) (30,623,489)

85,994,870 (80,172,884) (-) (5,821,986)

5,112,483,093 (4,726,323,550) (-) (386,159,543)

財務諸表に対する注記

合　計

科　　目 当期末残高
(うち指定正味財
産からの充当額）

特定資産

科　　目

特定資産

　外務省供与資金

　事業特定寄付金

　事業用資金

(うち一般正味財
産からの充当額)

(うち負債に対応
する額)

　外務省供与資金

　事業特定寄付金

　事業用資金

合計



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

5.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

4,850,700 520,594 4,330,106

8,122,001 6,894,003 1,227,998

5,628,105 4,995,825 632,280

711,000 11,850 699,150

19,311,806 12,422,272 6,889,534

6.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

外務省 1,513,420,592 6,755,970,000 4,439,993,326 3,829,397,266 指定正味財産

Mercy Corps 593,573 21,029,769 16,431,981 5,191,361 指定正味財産・一般正味財産

復興庁 0 29,412,720 25,236,621 4,176,099 一般正味財産

1,514,014,165 6,806,412,489 4,481,661,928 3,838,764,726

7.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

金　額

3,801,159,455

29,412,720

323,207,856

168,156,594

157,644,302

4,479,580,927

8.キャッシュ・フロー計算書関係

　 重要な非資金取引

　 　現物により寄付を受け入れた金額が、5,203,880円ある。

9.金融商品に関する事項

　(1)金融商品の状況に関する事項

     当法人は、資金運用については短期的な預金等に限定している。

　(2)金融商品の時価等に関する事項

    平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

(単位:円)

貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

329,504,179 329,504,179 -

5,112,483,093 5,112,483,093 -

(165,467,637) (165,467,637) -

(237,322,510) (237,322,510) -

(*)負債に計上されているものについては、(　)で示している。

(注1)金融商品の時価の算定方法

　　これらの時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格による。

(注2)その他の金融商品については、総資産に対する金額的に重要性が低く、また時価は帳簿価額にほぼ等しいことから

　　 記載を省略している。

合計

補助金等の名称 交付者

預り返還金

合　　計

現金預金

特定資産

未払金

内　　容

受取外務省供与資金振替額

受取復興庁供与資金振替額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

その他の固定資産

　建物付属設備

　車両運搬具

　什器備品

　ソフトウェア

合計

受取事業特定寄付金振替額

受取事業用資金振替額

運営資金等振替額

科目

前期末残高 当期増加額 当期減少額

受取民間助成金

外務省供与資金

復興庁供与資金



ジャパン・プラットフォーム

財　産　目　録

第１４期

　２０１５年３月３１日　現在

特定非営利活動法人



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

　現金預金 手元保管 運営資金として 463,439

普通預金-三井住友銀行　青山支店 運営資金として 34,800,334

普通預金-三井住友銀行　麹町支店 29,390,871

普通預金-三井住友銀行　麹町支店 54,913

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 120,819,925

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 緊急災害支援資金として 72,229,838

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 事務局強化資金として 69,174,828

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 賛助会費受入口として 2,550,000

普通預金-三菱ＵＦＪ信託銀行　本店 一般寄付受入口として 20,031

  未収金 復興庁 復興庁供与資金 29,412,720

NGO NGO事業費返還金　7件 3,421,837

Mercy Corp 研修事業補助金 2,126,385

職員 職員出張精算未精算 1,171,296

　前払金 その他 東北事務所賃料及び駐車場 305,953

　立替金 その他 社宅賃料職員立替分 23,000

　前払費用 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾝﾌﾟﾘﾍﾝｼﾌﾞｻｰﾋﾞｽﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ参加費用 4,764,507

その他 CRG優先対応契約費用 4,706,433

東京事務局賃料及び共益費 1,037,836

自動車保険料 216,912

認定維持支援委託業務費 90,000

会計システムサーバー利用料 34,020

東北事務所火災保険料 20,000

376,835,078

財産目録
第１４期

２０１５年　３月３１日現在

貸借対照表科目

流　動　資　産　合　計



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

(固定資産)

特定資産 外務省供与資金 普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年補正　シリア紛争人道支援 1,289,935,400

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年補正　南スーダン緊急支援 1,143,599,711

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年補正　イラク国内避難民支援 552,058,797

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年補正　ガザ緊急人道支援 533,689,808

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　外務省供与資金 409,845,026

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成24年　アフガン・パキスタン返還金 58,802,524

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成23年　アフリカの角返還金 39,664,063

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成24年　ミャンマー帰還民支援返還金 31,504,891

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成25年　外務省供与資金返還金 23,333,517

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成22年　外務省供与資金　返還金 22,860,951

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成23年　アフガン・パキスタン返還金 18,726,532

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成24年　外務省供与資金返還金 15,311,489

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成24年補正　シリア返還金 11,568,644

普通預金-三井住友銀行　青山支店 平成21年補正　南スーダン返還金 9,751,622

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　パレスチナ・ガザ人道支援 9,272,562

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成23年　外務省供与資金返還金 5,365,291

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　アフガニスタン北部水害緊急支援 2,488,103

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　外務省供与資金 505,566

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成21年　政府資金返還金 289,386

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　ワジリスタン難民支援 273,062

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　外務省供与資金 143,600

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　イラク国内避難民支援 114,054

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 平成26年　パキスタン水害被災者支援 6,735

事業特定寄付金 普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 東日本大震災資金 696,266,763

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 共に生きるファンド 79,998,620

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 バヌアツ・サイクロンパム緊急支援 22,554,240

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 東南アジア水害　台風ハイエン 20,613,310

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 東南アジア水害 12,662,435

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 中国雲南省地震被災支援 4,358,168

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 フィリピンルソン島水害 3,444,159

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 広島土砂災害支援 2,621,964

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 東南アジア自然災害支援 1,690,327

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 フィリピンハブピート支援 1,051,331

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 イラク国内避難民支援 687,003

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 シリア紛争人道支援 452,943

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 物資輸送配布 429,122

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 南スーダン緊急支援 171,614

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 南スーダン支援 84,714

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 イラク・シリア紛争人道支援 76,038

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 アフガニスタン・パキスタン支援 60,368

普通預金-三井住友銀行　麹町支店 パレスチナ・ガザ地区人道危機支援 55,183

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 ミャンマー少数民族(帰難民)支援 48,965

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 ミャンマー水害 39,422

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 インド北部水害2013 10,200



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

事業用資金 現金-ミャンマー(ＵＳ＄） ミャンマー現地事業資金 126,016

現金-ミャンマー(ＭＭＫ） 42,701

現金-東北事務所 東北事務所　事業用資金 428,686

預金-ミャンマー(ＵＳ＄） ミャンマー現地事業資金 832,661

預金-ミャンマー(ＭＭＫ） 1,151

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 東日本大震災連携調整事業 30,584,497

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 アフガニスタン・パキスタンＮＧＯ体制構築 19,162,397

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 被災者支援コーディネート事業 8,299,278

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 ミャンマー帰還民現地調整モニタリング事業 7,645,912

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 ジャパン・プラットフォーム研修事業 7,094,084

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 アフガニスタン・パキスタンＮＧＯ体制構築 4,789,569

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 シリア紛争人道支援モニタリング事業 2,763,257

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 広島土砂災害被災者支援モニタリング事業 1,391,769

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 南スーダン緊急支援モニタリング事業 783,543

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 東日本大震災連携調整事業 154,293

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 アフガニスタン・パキスタンＮＧＯ体制構築 96,513

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 南スーダン緊急支援モニタリング事業 69,755

普通預金-七十七銀行　日本橋支店 東日本大震災連携調整事業 1,722,607

普通預金-岩手銀行　東京営業部 6,181

建物付属設備 事務所造作費用一式 事務局運営 4,330,106

車両運搬具 車両4台 東日本大震災モニタニング事業 1,227,998

什器備品 事務用機器一式 事務局運営 632,280

ソフトウェア データーベース構築費用 699,150

リサイクル預託金 自動販売機設置2台 33,020

保証金 事務所敷金他 7,650,960

長期金銭債権 NGO返還債権　1件 6,560,485

貸倒引当金 ▲3,370,024

5,130,247,068

5,507,082,146

固　定　資　産　合　計

資　　　産　　　　合　　　　計



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

(流動負債) 　未払金 助成活動事業費　外務省供与資金　2件 113,549,317

助成活動事業費　事業特定寄付金5件 30,623,489

ジャパン・プラットフォーム 支援活動事業費 2,294,882

その他管理費 7,887,606

職員 職員給与 11,112,343

　前受金 Mercy Corp 研修事業補助金 1,374,270

職員 職員社宅個人負担 43,200

賛助会費 50,000

　預り返還金 普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H24 アフガン・パキスタン事業返還金 58,802,524

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H23 アフリカの角事業返還金 39,664,063

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H24 ミャンマー帰還民支援事業返還金 31,504,891

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H25 外務省供与事業返還金 23,333,517

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H22 外務省供与資金事業返還金 22,860,951

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H23 アフガン・パキスタン事業返還金 18,726,532

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H24 外務省供与資金事業返還金 15,311,489

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H24 ｼﾘｱ補正外務省供与事業返還金 11,568,644

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H21 ｽｰﾀﾞﾝ補正外務省事業返還金 9,751,622

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H23 外務省供与資金事業返還金 5,365,291

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H21 外務省供与資金事業返還金 289,386

普通預金-三菱東京ＵＦＪ銀行　本店 H26 外務省供与資金事業返還金 143,600

預り金 職員 厚生年金保険料 982,916

住民税 656,300

社会保険料 632,064

源泉所得税 571,035

雇用保険料 162,173

　未払法人税等 復興庁業務委託収益事業確定法人税等 1,386,800

408,648,905

408,648,905

5,098,433,241正　味　財　産　合　計

負   債   合   計 

流　動　負　債　合　計



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

1.財産目録の作成の基礎

　財産目録は、公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成している。

財産目録に対する注記



ジャパン・プラットフォーム

収　支　計　算　書

第１４期

自　２０１４年４月　１日
至　２０１５年３月３１日

特定非営利活動法人



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

(単位:円)

予算額 決算額 差額 備考

Ⅰ.事業活動収支の部

　1.事業活動収入

会員会費収入 1,100,000 1,290,000 190,000

賛助会員会費収入 27,240,000 23,585,000 ▲3,655,000

政府支援金 6,895,970,000 6,755,970,000 ▲140,000,000 予算額のうち140百万円は前年度の事業活動収入に計上されているため

政府支援金返納 - ▲491,437,360 ▲491,437,360 外務省当期返納額

ＮＧＯ助成金 16,891,108 21,029,769 4,138,661

事業用寄付金収入 255,000,000 241,424,044 ▲13,575,956

受取事業特定寄付金返還額 - 76,728,408 76,728,408

一般寄付金収入 5,480,000 8,987,299 3,507,299

物品現物寄付収入 300,000 1,562,086 1,262,086

受取利息 260,000 219,364 ▲40,636

復興庁受託事業収入 29,412,720 29,412,720 -

その他雑収入 - 582,303 582,303

7,231,653,828 6,669,353,633 ▲562,300,195

 2.事業活動支出

　(1)事業費

7,151,086,497 4,124,367,311 ▲3,026,719,186 補正予算に対する助成活動未執行による

- - -

264,412,720 168,356,310 ▲96,056,410 補正予算に対する支援活動未執行による

7,415,499,217 4,292,723,621 ▲3,122,775,596

223,921,577 208,577,304 ▲15,344,273

7,639,420,794 4,501,300,925 ▲3,138,119,869

▲407,766,966 2,168,052,708 2,575,819,674

Ⅱ. その他の活動収支の部

　1.投資活動収入

保証金戻り収入 4,366,200 4,366,200 -

投資活動収入合計 4,366,200 4,366,200 -

 2.その他資金支出

保証金支出 - 174,000 174,000

固定資産支出 - 6,274,232 6,274,232

修繕費支出 90,000 - ▲90,000

ソフトウェア(仮勘定)支出 - - -

リサイクル預託金支出 - - -

予備費 4,500,000 3,926,145 ▲573,855

投資活動支出合計 4,590,000 10,374,377 5,784,377

投資活動収支差額 ▲223,800 ▲6,008,177 ▲5,784,377

▲407,990,766 2,162,044,531 2,570,035,297

2,918,624,735 2,918,624,735 -

2,510,633,969 5,080,669,266 2,570,035,297 補正予算に対する助成活動及び支援活動未執行による

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

事業活動収入合計

    ①助成活動事業費

　　　事業費返還金

　　②支援活動事業費

事業費計

　(2)運営費

事業活動支出合計

科　目

収支計算書

第１４期

自　２０１４年４月１日　　至　２０１５年３月３１日



特定非営利活動法人　ジャパン・プラットフォーム

1.収支計算書の作成の基礎

　収支計算書は、以下に掲げる事項に留意して作成するものとする。

　(1)　収支計算書は、事業年度におけるすべての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

　(2)　収支計算書の科目は、その性質を示す適当な名称で表示するものとする。

　(3)　収支計算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。

　(4)　収支計算書には、次の事項を注記するものとする。

　　(ｱ)　資金の範囲

　　(ｲ)　資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響額

　　(ｳ)　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

　　(ｴ)　科目間の流用及び予算比の使用があった場合には、当該科目及び金額

　　(ｵ)　その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

　なお、収支計算書は特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームが第14事業年度の資金収支の状況を特定非営利

　活動法人ジャパン・プラットフォーム、国税庁及び所轄庁に報告するために作成するものであり、したがって、それ

　以外の目的に適合しないことがある。

2.資金の範囲について

　資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、前払費用、外務省供与資金、事業特定寄付金、事業用資金、

　未払金、前受金、預り返還金、預り金、未払法人税等を含めている。

3.　次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

当期末残高

329,504,179

36,132,238

305,953

23,000

10,869,708

4,179,111,334

847,376,889

85,994,870

5,489,318,171

165,467,637

1,467,470

237,322,510

3,004,488

1,386,800

408,648,905

5,080,669,266

4.物品現物寄付収入を含む事業活動収入の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

当年度

1.事業活動収入

1,290,000

23,585,000

6,755,970,000

▲491,437,360

21,029,769

241,424,044

76,728,408

8,987,299

6,765,966

219,364

29,412,720

582,303

事業活動収入計 6,674,557,513

　その他雑収入

　政府支援金

　政府支援金返納

　ＮＧＯ助成金

　事業用寄付金収入

　受取事業特定寄付金返還額

　一般寄付金収入

　物品現物寄付収入

　受取利息

　復興庁受託事業収入

合　計

次期繰越収支差額

　会員会費収入

　賛助会員会費収入

　事業特定寄付金

　事業用資金

合　計

　未払金

　前受金

科　目

　前払費用

　外務省供与資金

　預り金

　未払法人税等

収支計算書に対する注記

科　目

　現金預金

　未収金

　前払金

　立替金

　預り返還金



 

2015年(平成 27年)5月 25日 

 

監事の監査報告書 

 

特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム 

 代表理事 有馬 利男 殿 

 代表理事 木山 啓子 殿 

 

 私たちは、特定非営利活動促進法 18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ジャパン・ 

プラットの 2014年(平成 26年)4月 1日から 2015年(平成 27年)3月 31日までの第 14期の 

業務監査及び会計監査を行った。 

 

 監査の結果 

(1) 業務監査結果 

一 理事の業務執行の状況に関する監査にあたっては、理事会等の会議に出席し 

  必要と認められる場合には質問を行い、意見を表明した。 

二 理事の業務は、法令及び定款に基づき適正に執行されているものと認める。 

 

(2) 会計監査結果 

一 財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿は証拠書類を独立監査人に情報提供 

し監査を受けた。また、財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・ 

フロー計算書等)や帳簿等の確認及び質問を行った。 

     二 会計処理は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に準拠して適正に処理 

され、財産の状況を正しく示していると認める。 

 




