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貸借対照表 

平成 26 年 3 月 31 日現在 
  一般財団法人　インターネット協会 （単位：円）

科目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

　１.　流動資産

　　　現金預金 80,284,550 34,867,511 45,417,039

　　　未収金 13,331,517 13,396,701 -65,184

　　　未収収益 0 727,778 -727,778

　　　前払金 195,303 0 195,303

　　　立替金 1,003,159 1,846,646 -843,487

　　　前払費用 1,282,793 1,395,753 -112,960

　　　棚卸資産 288,973 476,923 -187,950

　　流動資産合計 96,386,295 52,711,312 43,674,983

　２.　固定資産

　　（1）基本財産

　　　　普通預金 0 50,000,000 -50,000,000

　　　　定期預金 96,000,000 0 96,000,000

　　　　投資有価証券 0 96,000,000 -96,000,000

　　　　 基本財産合計 96,000,000 146,000,000 -50,000,000

　　（2）特定資産

　　　　退職給付引当資産 10,462,000 9,148,000 1,314,000

　　　　減価償却引当資産 8,461,942 8,056,244 405,698

　　　　基盤安定積立預金 5,000,000 5,000,000 0

　　　　 特定資産合計 23,923,942 22,204,244 1,719,698

　　（3）その他固定資産

　　　　建物附属設備 3,500,000 3,780,000 -280,000

　　　　什器備品 466,343 514,089 -47,746

　　　　電話加入権 147,784 147,784 0

　　　　ソフトウェア 0 77,952 -77,952

　　　　敷金 9,630,200 9,630,200 0

　　　　投資有価証券 0 4,000,000 -4,000,000

　　　　その他固定資産合計 13,744,327 18,150,025 -4,405,698

　　固定資産合計 133,668,269 186,354,269 -52,686,000

　資産合計 230,054,564 239,065,581 -9,011,017

Ⅱ　負債の部

　１.　流動負債

　　　未払金 12,975,028 15,468,927 -2,493,899

　　　未払費用 122,664 143,010 -20,346

　　　前受会費 0 10,000 -10,000

　　　預り金 510,893 2,426,132 -1,915,239

　　　賞与引当金 1,371,163 1,371,163 0

　　流動負債合計 14,979,748 19,419,232 -4,439,484

　２.　固定負債

　　　退職給付引当金 10,462,000 9,148,000 1,314,000

　　固定負債合計 10,462,000 9,148,000 1,314,000

　負債合計 25,441,748 28,567,232 -3,125,484

　Ⅲ　正味財産の部

　１.　指定正味財産

　　　寄附金 96,000,000 146,000,000 -50,000,000

　　　指定正味財産合計 96,000,000 146,000,000 -50,000,000

　　 （うち基本財産への充当額） (96,000,000) (146,000,000) (0)
 
　２.　一般正味財産 108,612,816 64,498,349 44,114,467

       （うち特定資産への充当額） (13,461,942) (13,056,244) (405,698)

　　正味財産合計 204,612,816 210,498,349 -5,885,533

　負債及び正味財産合計 230,054,564 239,065,581 -9,011,017
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