
自　2018年　6月 1日

至　2019年　3月31日（10ヵ月間）

決　　算　　報　　告　　書

（第８期）

一般財団法人 教育支援グローバル基金



法人名：一般財団法人　教育支援グローバル基金

年 6 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

　 1.

2.

3.

1.

奨学金給付費用 7,725,000

新聞図書費 1,620

その他経費計 25,107,952

事業費計 33,589,807

旅費交通費 1,178,847

通信費 1,567,551

（2）その他経費

プログラム開催費 13,078,774

法定福利費 751,180

人件費計 8,481,855

福利厚生費 115,000

給料手当 7,615,675

事業費

（1）人件費

活動計算書
2018 2019

受取寄付金振替額 746,558 17,644,489

　Ⅰ 経常収益

受取寄付金

受取寄付金 16,897,931

(単位：円)

科　　目 金　　　額

【一般正味財産増減の部】

（10ヵ月間）

その他収益

　　経常収益計

雑収益 370,670 371,560

34,409,718

　Ⅱ 経常費用

受取利息 890

受取助成金等

受取民間助成金振替額 9,586,899 16,393,669

6,806,770受取民間助成金

交際費 23,472

支払報酬料 47,712

事務用消耗品費 976,404

支払手数料 324

賃借料 440,740

会議費 67,508



2.

 

 

 

一般正味財産への振替額 △ 10,333,457

当期指定正味財産増減額 △ 1,450,022

次期繰越一般正味財産額 102,342,737

【指定正味財産増減の部】

受取寄付金 1,012,435

当期一般正味財産増減額 △ 2,644,523

前期繰越一般正味財産額

前期繰越指定正味財産額 9,304,779

次期繰越指定正味財産額 7,854,757

104,987,260

税引前当期一般正味財産増減額 △ 2,644,523

法人税、住民税及び事業税 0

租税公課

　　経常費用計 37,054,241

当期経常増減額 △ 2,644,523

その他経費計 1,470,728

管理費計 3,464,434

事務用消耗品費 225,637

支払報酬料

新聞図書費 1,100

支払手数料 69,682

賃借料 99,260

会議費 53,106

旅費交通費 192,845

通信費 99,843

人件費計 1,993,706

広告宣伝費 545,708

通勤交通費 46,480

1,080

（2）その他経費

（1）人件費

法定福利費 327,038

給料手当 1,666,668

管理費

受取助成金 7,871,000

10,600

125,387

交際費



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

1.

2.

正味財産合計 110,197,494

負債及び正味財産合計 110,701,590

指定正味財産

　当期一般正味財産増減額 △ 2,644,523 102,342,737

負債合計 504,096

Ⅲ 正味財産の部

　前期繰越指定正味財産
　当期指定正味財産増減額 7,854,757
一般正味財産
　前期繰越一般正味財産

固定負債

固定負債合計 0

預り金 504,096

流動負債合計 504,096

Ⅱ 負債の部

流動負債

固定資産合計 0

資産合計 110,701,590

（3）投資その他の資産

投資その他の資産計 0

（2）無形固定資産

無形固定資産計 0

（1）有形固定資産

有形固定資産計 0

Ⅰ 資産の部

110,701,590

固定資産

立替金 38,400

流動資産合計

9,304,779
△ 1,450,022

104,987,260

一般財団法人　教育支援グローバル基金

貸借対照表
　 2019 日現在 　

流動資産

現金預金 110,663,190

(単位：円)

科　　目 金　　額



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

正味財産 110,197,494

固定負債合計 0

負債合計 504,096

預り金

流動負債合計 504,096

固定負債

源泉所得税・住民税 211,880

292,216

流動負債

資産合計 110,701,590

Ⅱ 負債の部

固定資産合計 0

（2）無形固定資産 0

（1）有形固定資産 0

三菱東京UFJ銀行　普通預金　1158口 12

（3）投資その他の資産 0

ゆうちょ銀行振替口座 5,486

38,400立替金

現金預金

固定資産

三井住友銀行　普通預金　 101,587,478

三菱東京UFJ銀行 普通預金　8394口 5,816,010

三菱東京UFJ銀行　定期預金　 3,003,442

三菱東京UFJ銀行　外貨預金 8

流動資産合計 110,701,590

社会保険料等

一般財団法人　教育支援グローバル基金

財産目録
　 2019 日現在 　

手許現金 250,754

流動資産

(単位：円)

科　　目　 金　　額

Ⅰ 資産の部



1．
　　

（1） 決算日の変更

当法人は2018年6月1日以後開始する事業年度の決算日を5月31日から3月31日に変更しています。

よって、当事業年度は2018年6月1日から2019年3月31日までの10ヶ月間となります。

（2）

2．

3．

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

9,304,779 8,883,435 10,333,457 7,854,757

9,304,779 8,883,435 10,333,457 7,854,757

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

財務諸表の注記

重要な会計方針

消費税等の会計処理

事業別支出の状況

事業別支出の状況は別紙・事業費別支出表の通りです。

使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は110,197,494円ですが、そのうち7,854,757円は特定の人材
育成事業に使途が限定される財産です。

(単位：円)

内　　容 備　　　考

主に人材育成事業
期末残高は米国サマープログラム
用

合　　計


