
　　特定非営利活動法人　一歩
(単位：円)

Ⅰ資産の部
　1.流動資産
　　 現　金 23,141
　　 当座預金 44,582
　　 普通預金 4,478,342
　　 未収金 26,800
　　 未収収益 3,874,496
　　 立替金 4,050
　　流動資産合計 8,451,411
　2.固定資産
　　(1)有形固定資産
        建物 2
　　　　建物付属設備 216,359
　　　　車両運搬具 1
　　　　什器備品 87,067
　　　　有形固定資産計 303,429
　　(2)無形固定資産
　　　　ソフトウェア 0
　　　　無形固定資産計 0
　　(3)投資その他資産
　　　　出　資　金 50,000
　　　　敷　金 80,000
　　　　保証金 0
　　　　投資その他の資産計 130,000
　　固定資産合計 433,429
　資産合計 8,884,840
Ⅱ負債の部
　1.流動負債

478,537
3,000

22,208
　　 流動負債合計 503,745
　2.固定負債
　　 長期未払金 246,000
　　 固定負債合計 246,000
　負債合計 749,745
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 7,782,268
　　　当期正味財産増減額 352,827
　正味財産合計 8,135,095
　負債及び正味財産合計 8,884,840

　　 未払金
　　 前受金
　　 預り金

科　目 金　額

　　　　　　　                                 　    　　　令和3年3月31日現在

令和　2年度　貸借対照表



　　特定非営利活動法人　一歩
(単位：円)

Ⅰ資産の部
　1.流動資産
　　 現　金 8,184
　　 当座預金 14,116
　　 普通預金 3,602,766
　　 未収金 44,655
　　 未収収益 4,639,799
　　 立替金 2,700
　　流動資産合計 8,312,220
　2.固定資産
　　(1)有形固定資産
        建物 57,838
　　　　建物付属設備 259,858
　　　　車両運搬具 148,429
　　　　什器備品 174,888
　　　　有形固定資産計 641,013
　　(2)無形固定資産
　　　　ソフトウェア 0
　　　　無形固定資産計 0
　　(3)投資その他資産
　　　　出　資　金 50,000
　　　　敷　金 80,000
　　　　保証金 0
　　　　投資その他の資産計 130,000
　　固定資産合計 771,013
　資産合計 9,083,233
Ⅱ負債の部
　1.流動負債

487,747
20,418

　　 流動負債合計 508,165
　2.固定負債
　　 長期借入金 350,000
　　 長期未払金 442,800
　　 固定負債合計 792,800
　負債合計 1,300,965
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 6,420,307
　　　当期正味財産増減額 1,361,961
　正味財産合計 7,782,268
　負債及び正味財産合計 9,083,233

科　目 金　額

　　　　　　　                                 　    　　　令和2年3月31日現在

令和　1年度　貸借対照表

　　 預り金
　　 未払金



　　特定非営利活動法人　一歩
(単位：円)

Ⅰ資産の部
　1.流動資産
　　 現　金 12,664
　　 当座預金 11,630
　　 普通預金 2,584,022
　　 未収金 36,950
　　 未収収益 4,011,020
　　 立替金 62,420
　　流動資産合計 6,718,706
　2.固定資産
　　(1)有形固定資産
        建物 404,845
　　　　建物付属設備 556,312
　　　　什器備品 33,425
　　　　有形固定資産計 994,582
　　(2)無形固定資産
　　　　ソフトウェア 0
　　　　無形固定資産計 0
　　(3)投資その他資産
　　　　出　資　金 50,000
　　　　敷　金 80,000
　　　　保証金 0
　　　　投資その他の資産計 130,000
　　固定資産合計 1,124,582
　資産合計 7,843,288
Ⅱ負債の部
　1.流動負債

548,243
202,738

　　 流動負債合計 750,981
　2.固定負債
　　 長期借入金 672,000
　　 固定負債合計 672,000
　負債合計 1,422,981
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 6,243,863
　　　当期正味財産増減額 176,444
　正味財産合計 6,420,307
　負債及び正味財産合計 7,843,288

科　目 金　額

　　　　　　　                                 　    　　　平成31年3月31日現在

平成30年度　貸借対照表

　　 預り金
　　 未払金



　　特定非営利活動法人　一歩
(単位：円)

Ⅰ資産の部
　1.流動資産
　　 現　金 13,568
　　 普通預金 2,960,610
　　 未収金 32,900
　　 未収収益 3,391,270
　　 立替金 19,770
　　流動資産合計 6,418,118
　2.固定資産
　　(1)有形固定資産
        建物 1,499,456
　　　　建物付属設備 604,022
　　　　什器備品 203,969
　　　　有形固定資産計 2,307,447
　　(2)無形固定資産
　　　　ソフトウェア 0
　　　　無形固定資産計 0
　　(3)投資その他資産
　　　　出　資　金 50,000
　　　　敷　金 80,000
　　　　保証金 0
　　　　投資その他の資産計 130,000
　　固定資産合計 2,437,447
　資産合計 8,855,565
Ⅱ負債の部
　1.流動負債

548,385
9,000

211,117
　　 流動負債合計 768,502
　2.固定負債
　　 長期借入金 1,476,000
　　 退職給付引当金 367,200
　　 固定負債合計 1,843,200
　負債合計 2,611,702
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 8,024,986
　　　当期正味財産増減額 -1,781,123
　正味財産合計 6,243,863
　負債及び正味財産合計 8,855,565

科　目 金　額

　　　　　　　                                 　    　　　平成30年3月31日現在

平成29年度　貸借対照表

　　 預り金

　　 未払金
　　 前受け金



　　特定非営利活動法人　一歩
(単位：円)

Ⅰ資産の部
　1.流動資産
　　 現　金 16,155
　　 普通預金 2,665,547
　　 未収金 59,740
　　 未収収益 4,698,160
　　 立替金 17,750
　　流動資産合計 7,457,352
　2.固定資産
　　(1)有形固定資産
        建物 2,594,067
　　　　建物付属設備 147,084
　　　　什器備品 410,973
　　　　有形固定資産計 3,152,124
　　(2)無形固定資産
　　　　ソフトウェア 0
　　　　無形固定資産計 0
　　(3)投資その他資産
　　　　出　資　金 50,000
　　　　敷　金 80,000
　　　　保証金 472,400
　　　　投資その他の資産計 602,400
　　固定資産合計 3,754,524
　資産合計 11,211,876
Ⅱ負債の部
　1.流動負債

906,890
　　 短期借入金 0

　　 流動負債合計 906,890
　2.固定負債
　　 長期借入金 2,280,000
　　 退職給付引当金
　　 固定負債合計 2,280,000
　負債合計 3,186,890
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 7,135,624
　　　当期正味財産増減額 889,362
　正味財産合計 8,024,986
　負債及び正味財産合計 11,211,876

科　目 金　額

　　　　　　　                                 　    　　　平成29年3月31日現在

平成28年度　貸借対照表

　　 預り金

　　 未払金



　　特定非営利活動法人　一歩
(単位：円)

Ⅰ資産の部
　1.流動資産
　　 現　金 19,850
　　 普通預金 2,462,418
　　 未収金 67,929
　　 未収収益 4,328,366
　　 立替金 2,000
　　流動資産合計 6,880,563
　2.固定資産
　　(1)有形固定資産
        建物 2,242,813
　　　　建物付属設備 169,646
　　　　什器備品 508,409
　　　　有形固定資産計 2,920,868
　　(2)無形固定資産
　　　　ソフトウェア
　　　　無形固定資産計 0
　　(3)投資その他資産
　　　　出　資　金 50,000
　　　　敷　金 80,000
　　　　保証金 321,400
　　　　投資その他の資産計 451,400
　　固定資産合計 3,372,268
　資産合計 10,252,831
Ⅱ負債の部
　1.流動負債

1,077,967
　　 短期借入金 500,000

5,240
　　 流動負債合計 1,583,207
　2.固定負債
　　 長期借入金 1,534,000
　　 退職給付引当金
　　 固定負債合計 1,534,000
　負債合計 3,117,207
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 5,580,654
　　　当期正味財産増減額 1,554,970
　正味財産合計 7,135,624
　負債及び正味財産合計 10,252,831

科　目 金　額

　　　　　　　                                 　    　　　平成28年3月31日現在

平成27年度　貸借対照表

　　 預り金

　　 未払金




