
【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 414,000 

    賛助会員受取会費 519,000 933,000 

  【受取寄付金】

    地球のステージ活動支援募金 5,618,602 

    パレスチナ支援 1,006,764 

    東日本大震災復興支援 2,287,116 

    東ティモール支援 412,000 

    ミャンマー教育支援 757,417 10,081,899 

  【受取助成金等】

    メモリアルネットワーク基金 1,290,000 

    N連　東ティモール事業 7,697,540 

    医療貢献活動助成金（東ティモール） 1,000,000 

    宮城県　地域共同活動推進事業 4,000,000 

    Civic Force助成金 500,000 14,487,540 

  【事業収益】

    地球のステージ事業収入 11,836,535 

    東日本大復興支援事業収入 1,260,046 13,096,581 

  【その他収益】

    受取  利息 1,864 

    為替  差益 945,513 

    雑  収  益 11,214,804 12,162,181 

        経常収益  計 50,761,201 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給与手当 14,872,451 

      法定福利費 449,559 

      福利厚生費 14,850 

        人件費計 15,336,860 

    （その他経費）

      印刷製本費 197,072 

      旅費交通費 4,975,582 

      通信運搬費 1,234,416 

      水道光熱費 435,981 

      事務所賃借料 2,053,750 

      事務用品費 299,953 

      機材備品費 498,457 

      消耗品費 360,872 

      会議費 500 

      諸謝金 2,425,524 

      業務委託費 2,260,150 

      直接事業費（WS／取材費） 6,594,636 

      雑費 77,899 

      その他 798,232 

      車両関係 246,567 

      租税 公課 13,500 

      新聞図書費 41,820 

      諸  会  費 16,800 

      減価償却費(事業) 1,214,450 

      保  険  料(事業) 85,700 

      支払手数料(事業) 111,600 

      為替  差損 1,105,659 
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特定非営利活動法人　地球のステージ 自 2020年 4月 1日  至 2021年 3月31日

        その他経費計 25,049,120 

          事業費  計 40,385,980 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当 4,868,081 

      法定福利費 2,064,405 

      福利厚生費 126,057 

        人件費計 7,058,543 

    （その他経費）

      印刷製本費 212,458 

      会  議  費 2,332 

      旅費交通費 44,313 

      通信運搬費 445,446 

      消耗品  費 140,046 

      事務用品費 85,391 

      修  繕  費 48,400 

      水道光熱費 48,942 

      賃  借  料 907,500 

      接待交際費 10,000 

      新聞図書費 1,657 

      減価償却費 69,527 

      諸  会  費 172,000 

      リース  料 251,424 

      租税  公課 14,490 

      支払手数料 67,307 

      支払  利息 23,965 

      業務委託金 528,000 

      雑      費 70,971 

        その他経費計 3,144,169 

          管理費  計 10,202,712 

            経常費用  計 50,588,692 

              当期経常増減額 172,509 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 172,509 

          当期正味財産増減額 172,509 

          前期繰越正味財産額 11,327,729 

          次期繰越正味財産額 11,500,238 



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金 1,118,005 

      預　　　金 44,948,720 

      郵便口座 3,805,656 

      預金（ティモール） 61,417,345 

      現金（ティモール） 805,330 

      預金（パレスチナ） 191,062 

      現金（パレスチナ） 136,453 

        現金・預金 計 112,422,571 

    （売上債権）

      未  収  金 793,500 

        売上債権 計 793,500 

    （その他流動資産）

      前払  費用 1,440,628 

      立  替  金 94,528 

      仮  払  金 500,257 

        その他流動資産  計 2,035,413 

          流動資産合計 115,251,484 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      構  築  物 4,959,768 

      車両運搬具 2 

      什器  備品 66,663 

      一括償却資産 87,318 

        有形固定資産  計 5,113,751 

    （無形固定資産）

      ソフトウェア 51,300 

        無形固定資産  計 51,300 

    （投資その他の資産）

      敷      金 390,000 

        投資その他の資産  計 390,000 

          固定資産合計 5,555,051 

            資産合計 120,806,535 

  【流動負債】

    未  払  金 7,591,204 

    前  受  金 699,083 

    短期借入金 1,400,000 

    預  り  金 1,715,519 

    仮  受  金 2,144 

      流動負債合計 11,407,950 

  前受助成金 94,578,347 

  【固定負債】

    長期借入金 3,320,000 

      固定負債合計 3,320,000 

        負債合計 109,306,297 

  前期繰越正味財産 11,327,729 

  当期正味財産増減額 172,509 

    正味財産合計 11,500,238 

      負債及び正味財産合計 120,806,535 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金 1,118,005 

        海老名現金 (658,101)

        名取現金 (430,820)

        海老名　USD (8,565)

        海老名　kyats (20,519)

      預　　　金 44,948,720 

        横浜銀行　海老名駅前支店 (1,450,176)

        三菱UFJ銀行 (10,000)

        N連パ６年次　横浜B/K (4,437,455)

        N連パ５年次　横浜B/K (35,908,811)

        七十七　増田支店 (798,393)

        七十七　増田支店（震災復興支援） (231,085)

        七十七　杜せきのした支店 (1,000,000)

        七十七　杜せきのした支店 (1,112,800)

      郵便口座 3,805,656 

      預金（ティモール） 61,417,345 

        N連 Mandiri2019 B/K (1,366,046)

        N連 21Y1 Mandiri B/K (59,576,240)

        自己 Mandiri B/K (475,059)

      現金（ティモール） 805,330 

        ディリ現金（N) (240,189)

        ディリ現金（自） (565,141)

      預金（パレスチナ） 191,062 

        N連6　USD預金 (37,884)

        N連6　NIS預金 (88,615)

        N連5　USD預金 (54,140)

        N連5　NIS預金 (10,423)

      現金（パレスチナ） 136,453 

        N連ラマラUSD (16,072)

        N連ラマラNIS（JP） (6,854)

        自己ラマラNIS (23,573)

        自己ガザNIS (16,898)

        N連ラマラNIS（WB） (73,056)

        現金・預金 計 112,422,571 

    （売上債権）

      未  収  金 793,500 

　　　 　Civic Force助成金 (100,000)

　　　　 八王子市立長房中学校公演料 (246,400)

　　　　 一般社団法人　民主音楽協会 (200,000)

　　　　 公文国際学園公演料 (247,100)

        売上債権 計 793,500 

    （その他流動資産）

　　　前 払  費用 1,440,628 

　　　立  替  金 （汐留サンライズロータリー） 94,528 

　　　仮  払  金　（WFPへ新型コロナ関連） 500,257 

        その他流動資産  計 2,035,413 

          流動資産合計 115,251,484 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      構  築  物 4,959,768 

《資産の部》
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      車両運搬具 2 

      什器  備品 66,663 

      一括償却資産 87,318 

        有形固定資産  計 5,113,751 

    （無形固定資産）

      ソフトウェア 51,300 

        無形固定資産  計 51,300 

    （投資その他の資産）

      敷      金 390,000 

        投資その他の資産  計 390,000 

          固定資産合計 5,555,051 

            資産合計 120,806,535 

  【流動負債】

    未  払  金 7,591,204 

   　 パレスチナ支援事業分（Ｎ連）2019年分 (4,883,169)

    　東ティモール支援事業分（Ｎ連）2019年分 (1,147,470)

　　　安孫子会計事務所　N連監査料 (66,000)

　　　JCBカード　ガソリン代・消耗品代 (54,947)

　　　三井住友カード（ETC利用） (32,130)

　　　リコー　パフォーマンスチャージ (7,150)

　　　社会保険料　法定福利分　2020.5-2020.12 (1,400,338)

    前  受  金 699,083 

　　　会費 (6,000)

　　　ミャンマー教育支援金 (693,083)

    短期借入金 1,400,000 

    預  り  金 1,715,519 

      健康保険料　海老名 (477,973)

      年金　海老名 (759,816)

      雇用保険　海老名 (40,493)

      所得税　海老名（給与） (36,120)

　　　所得税　海老名（報酬分） (43,046)

      住民税　海老名 (50,900)

      閖上の記憶関連 (3,003)

      東ティモール (22,384)

      健康保険料　名取 (91,356)

      年金　名取 (168,360)

      雇用保険　名取 (8,388)

      所得税　名取 (3,880)

      住民税　名取 (9,800)

    仮  受  金 2,144 

      流動負債合計 11,407,950 

  前受助成金 94,578,347 

    東ティモール支援事業分（Ｎ連） (58,669,536)

    パレスチナ支援事業分（Ｎ連） (35,908,811)

  【固定負債】

    長期借入金 3,320,000 

      固定負債合計 3,320,000 

        負債合計 109,306,297 

        正味財産 11,500,238 

《負債の部》


