
書式第１３号（法第２８条関係）

   ２０１９年度　活動計算書（その他事業がない場合）
特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

（単位：円）
科目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益

１　受取会費

正会員受取会費 (9,852,000)

賛助会員受取会費 (4,320,000)

学生会員受取会費 (44,000) (14,216,000)

２　受取寄附金

(0)

３　受取助成金等

(0)

４　事業収益

調査・研究事業収益 (1,635,000)

人材育成事業収益 (5,172,500)

普及・啓発事業収益 (1,674,500)

開発事業収益 (717,788)

企画化・認証事業収益 (8,305,000)

国際事業収益 (0) (17,504,788)

５　その他の収益

受取利息 (181)

雑収入 (12,835) (13,016)

経　常　収　益　計 (31,733,804)

【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費

（１）人件費

給料手当 (3,936,074)

法定福利費 (0)

福利厚生費 (0) (3,936,074)

（２）その他経費

外注費 (3,194,519)

運営費 (1,901,547)

支払手数料 (573,434)

広報費 (86,764)

旅費交通費 (1,186,459)

通信運搬費 (285,568)

消耗品費 (556,012)

印刷製本費 (296,436)

会議費 (382,742)

諸謝金 (6,150,566)

租税公課 (707,700)

寄付金支出 (83,860)

図書費 (18,260)

雑費 (9,000) (15,432,867)

事業費計 (19,368,941)

２　管理費

（１）人件費

給料手当 (2,970,662)

法定福利費 (630,761)

福利厚生費 (0) (3,601,423)

（２）その他経費

支払手数料 (309,133)

会議費 (85,862)

旅費交通費 (151,205)

通信運搬費 (232,751)

消耗品費 (192,294)

印刷製本費 (19,141)

運営費 (0)

賃借料 (17,004)

租税公課 (500)

委託費 (1,303,621)

雑費 (943,600) (3,255,111)

管理費計 (6,856,534)

経　常　費　用　計 (26,225,475)

当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① (5,508,329)

【Ｃ】　経　常　外　収　益

(0)

経　常　外　収　益　計 (0)

【Ｄ】　経　常　外　費　用

(0)

(0)

経　常　外　費　用　計

当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② (0)

税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ (5,508,329)

法人税、住民税及び事業税　・・・④ (70,000)

前期繰越正味財産額　・・・⑤ (12,554,812)

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ (17,993,141)



書式第１６号（法第２８条関係）

　　２０１９年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

１． 重要な会計方針

　　 　計算書類の作成は、    NPO法人会計基準　  によっています。

（1）消費税等の会計処理
税込処理を行なっています。

２． 事業別損益の状況

（単位：円）

科目
調査･研究
事業

人材育成事
業

普及･啓発
事業 開発事業

規格化･認
証事業 国際事業 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益
 １．受取会費 (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 14,216,000 14,216,000

 ２．受取寄附金 (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0

 ３．受取助成金等 (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0

 ４．事業収益 (1,635,000) (5,172,500) 1,674,500 717,788 8,305,000 0 17,504,788 0 17,504,788

 ５．その他収益 (0) (0) (0) (1,000) 0 0 1,000 12,016 13,016

経常収益計 (1,635,000) (5,172,500) 1,674,500 718,788 8,305,000 0 17,505,788 14,228,016 31,733,804

Ⅱ　経常費用

（１）人件費

給料手当 (878,640) (96,926) 250,768 53,427 2,656,313 0 3,936,074 2,970,662 6,906,736

法定福利費 (0) (0) 0 0 0 0 0 630,761 630,761

人件費計 (878,640) (96,926) (250,768) (53,427) (2,656,313) 0 3,936,074 3,601,423 7,537,497

（２）その他経費

外注費 (8,305) (0) 1,807,139 0 1,379,075 0 3,194,519 0 3,194,519

運営費 (401,354) (823,927) 258,779 135,245 282,242 0 1,901,547 0 1,901,547

支払手数料 (108,675) (324,044) 118,748 19,899 2,068 0 573,434 309,133 882,567

福利厚生費 (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0

広報費 (43,780) (0) 0 0 42,984 0 86,764 0 86,764

旅費交通費 (12,368) (391,954) 203,085 462,090 116,962 0 1,186,459 151,205 1,337,664

通信運搬費 (29,363) (11,328) 47,156 630 197,091 0 285,568 232,751 518,319

消耗品費 (43,574) (7,282) 1,280 24,189 479,687 0 556,012 192,294 748,306

印刷製本費 (105,133) (11,019) 138,714 0 41,570 0 296,436 19,141 315,577

会議費 (0) (0) 204,728 0 178,014 0 382,742 85,862 468,604

賃借料 (0) (0) 0 0 0 0 0 17,004 17,004

諸謝金 (212,685) (2,317,169) 800,074 349,561 2,471,077 0 6,150,566 0 6,150,566

租税公課 (66,101) (209,119) 67,698 29,020 405,762 0 777,700 500 778,200

図書費 (0) (0) 18,260 0 0 0 18,260 0 18,260

寄付金支出 (0) (0) 83,860 0 0 0 83,860 0 83,860

委託費 (0) (0) 0 0 0 0 0 1,303,621 1,303,621

雑費 (0) (0) 0 0 9,000 0 9,000 943,600 952,600

その他経費計 (1,031,338) (4,095,842) 3,749,521 1,020,634 5,605,532 0 15,502,867 3,255,111 18,757,978

経常費用計 (1,909,978) (4,192,768) 4,000,289 1,074,061 8,261,845 0 19,438,941 6,856,534 26,295,475

当期経常増減額 △ 274,978 (979,732) △ 2,325,789 △ 355,273 43,155 0 △ 1,933,153 7,371,482 5,438,329

３． その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにする
ために必要な事項

　・　事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、事務局員の給料手当、交通費については従事割合に基づき按分していま
す。



書式第１５号（法第２８条関係）

 ２０１９  年度　貸借対照表
特定非営利活動法人　人間中心設計推進機構

（単位：円）
科目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部

１　流動資産

現金預金 (21,782,466)

未収金 (2,583,000)

前払金 (3,850)

流動資産合計　・・・① (24,369,316)

２　固定資産

（１）有形固定資産

(0)

（２）無形固定資産

(0)

（３）投資その他の資産

(0)

固定資産合計　・・・② (0)

【Ａ】資　産　合　計　①＋② (24,369,316)

【Ｂ－１】　負　債　の　部

１　事業費流動負債

未払金 (5,887,971)

前受金 (393,000)

預り金 (95,204)

流動負債合計　・・・③ (6,376,175)

２　固定負債

(0)

固定負債合計　・・・④ (0)

負　債　合　計　③＋④ (6,376,175)

【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 (12,554,812)

当期正味財産増減額 (5,438,329)

正　味　財　産　合　計 (17,993,141)

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 (24,369,316)



書式第１７号（法第２８条関係）

２０１９ 年度　財産目録
特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

         （単位：円）
科目 金　　額 小　　計 合　　計

【Ａ】　資　産　の　部

１　流動資産

現金預金

普通預金　三菱東京UFJ銀行渋谷支店 (21,472,587)

Paypal口座 (11,528)

普通預金　三井住友銀行神田支店 (298,351) (21,782,466)

未収金

企画化・認証事業未収金 (2,583,000) (2,583,000)

前払金 (3,850) (3,850)

流動資産合計　・・・① (24,369,316)

２　固定資産

（１）有形固定資産

(0)

（２）無形固定資産

(0)

（３）投資その他の資産

(0)

固定資産合計　・・・② (0)

【Ａ】資　産　合　計　①＋② (24,369,316)

【Ｂ－１】　負　債　の　部

１　事業費流動負債

未払金

3月分給与 (457,882)

3月分社会保険料 (51,510)

審査員謝金 (2,359,942)

認定証作成・発送費用 (585,313)

業務委託費 (1,459,029)

未払消費税等 (383,200)

未払法人税等 (7,000)

諸口 (584,095) (5,887,971)

前受金

2021年・2022年資格維持費 (393,000) (393,000)

預り金

源泉徴収税 (95,204) (95,204)

流動負債合計　・・・③ (6,376,175)

２　固定負債

(0) (0)

固定負債合計　・・・④ (0)

【Ｂ－１】負　債　合　計　③＋④ (6,376,175)

【Ｂ－２】正　味　財　産　合　計　【Ａ】－【Ｂ－１】 (17,993,141)



監査報告書

令和2年5月 25日

特定非営利活動法人人間中心設計推進機構

理事長 篠原 稔和 殿

特定非営利活動法人人間中心設計推進機構

監事 早川 誠二

監事 八木 大彦

平成31年4月 1日から令和2年3月 31日までの令和元年度における会計および業務の

監査の結果について次の通り報告いたします。

監査意見

1. 収支計算書および財産目録は、会計帳簿の記載と一致 し、特定非営利活動法

人の収支状況および財政状況を正しく示 しているものと認めます。

2. 事業報告書の内容は、真実であると認めます。

3. 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令・定款に反する重大な事実

はないと認めます。

以上

③

①


