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認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

第 13期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 345,000 
    特別法人受取会費 40,011,528 
    賛助会員受取会費 1,011,000 41,367,528 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 42,000,073 
    車両受贈益 8,885,744 50,885,817 
  【受取助成金等】
    受取助成金 20,806,012 
    受取補助金 2,906,978 
    受取委託金 11,367,228 35,080,218 
  【その他収益】
    受 取 利 息 984 
    為 替 差 益 1,966 
    雑　収　益 397,548 400,498 
        経常収益  計 127,734,061 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給与　手当 17,814,121 
      賞　　　与 2,164,000 
      法定福利費 3,372,053 
      福利厚生費 330,882 
        人件費計 23,681,056 
    （その他経費）
      食料等購入費 2,917,696 
      発送配達費 6,560,802 
      業務委託費 1,891,241 
      広告宣伝費 1,523,081 
      車　両　費 997,686 
      修　繕　費 594,400 
      減価償却費 7,474,282 
      旅費交通費 66,326 
      消耗　品費 2,288,445 
      印　刷　費 881,734 
      水道光熱費 582,102 
      地代　家賃 1,693,368 
      賃  借  料 150,778 
      会　議　費 43,469 
      保　険　料 47,272 
      租税　公課 532,850 
      諸　謝　金 267,000 
      支払手数料 1,581,499 
      支払寄附金 1 
      諸　会　費 57,700 
      雑　　　費 1,533 
        その他経費計 30,153,265 
          事業費  計 53,834,321 
  【管理費】
    （人件費）
      役 員 報 酬 3,840,000 
      給与・賞与 5,024,530 
      法定福利費 843,013 
      福利厚生費 82,720 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）
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活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日認定特定非営利活動法人フードバンク山梨
        人件費計 9,790,263 
    （その他経費）
      水道光熱費 145,526 
      地代　家賃 48,000 
      賃　借　料 37,694 
      慶　弔　費 10,000 
        その他経費計 241,220 
          管理費  計 10,031,483 
            経常費用  計 63,865,804 
              当期経常増減額 63,868,257 
【経常外収益】
  固定資産売却益 5,570 
    経常外収益  計 5,570 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 63,873,827 
        法人税、住民税及び事業税 96,000 
          当期正味財産増減額 63,777,827 
          前期繰越正味財産額 138,683,158 

          次期繰越正味財産額 202,460,985 



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 3,167,320 
   現　　　金 196,046   預　り　金 77,860 
当座　預金　ゆうちょ　　100567 16,504,837   未払法人税等 96,000 
普通　預金　山中県庁　　671338 30,639,272   未払消費税等 523,400 
普通　預金　山中小笠原　828482 21,905,798    流動負債  計 3,864,580 
外貨　預金　山中小笠原 7001233 112,297 負債合計 3,864,580 
普通　預金　ゆうちょ　 9923441 3,384,117 
普通　預金　県民御勅使　450645 10,351,153  【正味財産】
普通　預金　山信小笠原　383377 196,385   前期繰越正味財産額 138,683,158 
    現金・預金 計 83,289,905   当期正味財産増減額 63,777,827 
  （その他流動資産）    正味財産　計 202,460,985 
   未　収　金 5,871,702 正味財産合計 202,460,985 
    その他流動資産  計 5,871,702 
     流動資産合計 89,161,607 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   建　　　物 3,441,750 
   建物附属設備 515,979 
   構　築　物 828,125 
   車両運搬具 8,162,999 
   機械及び装置 427,574 
   什器　備品 3,753,281 
    有形固定資産  計 17,129,708 
  （投資その他の資産）
 食のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業基金特定資産 100,000,000 
 敷金保証金 リサイクル預託金 34,250 
    投資その他の資産  計 100,034,250 
     固定資産合計 117,163,958 

資産合計 206,325,565 負債及び正味財産合計 206,325,565 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　の　部
全事業所 2021年 3月31日 現在
認定特定非営利活動法人フードバンク山梨



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 196,046 
      当座　預金　ゆうちょ　　100567 16,504,837 
      普通　預金　山中県庁　　671338 30,639,272 
      普通　預金　山中小笠原　828482 21,905,798 
      外貨　預金　山中小笠原 7001233 112,297 
      普通　預金　ゆうちょ　 9923441 3,384,117 
      普通　預金　県民御勅使　450645 10,351,153 
      普通　預金　山信小笠原　383377 196,385 
        現金・預金 計 83,289,905 
    （その他流動資産）
      未　収　金 5,871,702 
        南アルプス市 (600,000)
        笛吹市 (877,434)
        大月市 (300,000)
        都留市 (208,241)
        中央市 (1,974,200)
        山梨県 (500,000)
        山梨市 (336,827)
        中央市社会福祉協議会 (1,075,000)
        その他流動資産  計 5,871,702 
          流動資産合計 89,161,607 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建　　　物 3,441,750 
        屋外簡易トイレ (721,524)
        ひまわり支所ｼｬｯﾀｰ (852,419)
        ひまわり支所内装工事 (1,867,807)
      建物附属設備 515,979 
        ひまわり支所電気工事 (515,979)
      構　築　物 828,125 
        ひまわり支所外構ｺﾝｸﾘ工事 (828,125)
      車両運搬具 8,162,999 
        ダイハツ　ハイゼット (1)
        トヨタ　ハイエース (995,605)
        フォークリフト (513,625)
        日産　リーフe+G (4,107,090)
        日産　バネット (2,546,678)
      機械及び装置 427,574 
        自動真空包装機 (255,606)
        ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾌﾞｺﾝﾍﾞｱ (171,968)
      什器　備品 3,753,281 
        ＰＣ、玄米保冷庫他 (471,087)
        倉庫ｴｱｺﾝ (535,007)
        倉庫冷凍庫 (2,747,187)
        有形固定資産  計 17,129,708 
    （投資その他の資産）
      食のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業基金特定資産 100,000,000 
        山梨中央銀行白根支店 546846 (100,000,000)
      敷金保証金 リサイクル預託金 34,250 
        ダイハツ　ハイゼット (7,690)
        トヨタ ハイエース (9,550)
        日産　リーフ (9,550)

《資産の部》

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在全事業所



認定特定非営利活動法人フードバンク山梨
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2021年 3月31日 現在全事業所
        日産　バネット (7,460)
        投資その他の資産  計 100,034,250 
          固定資産合計 117,163,958 
            資産の部  合計 206,325,565 

  【流動負債】
    未　払　金 3,167,320 
      給与手当 (1,575,182)
      社会保険 (625,619)
      労働保険 (391,367)
      光熱水費 (53,129)
      宅配料 (438,812)
      携帯電話料 (32,830)
      ガソリン代 (19,263)
      高速代 (1,910)
      郵便代 ハガキ (15,912)
      ｶｳﾝﾀ料 HP 他 (314)
      求人広告料 (12,982)
    預　り　金 77,860 
      源泉税（給与） (42,060)
      住民税 (35,800)
    未払法人税等 96,000 
    未払消費税等 523,400 
      流動負債  計 3,864,580 
        負債の部  合計 3,864,580 

        正味財産 202,460,985 

《負債の部》


