
JIM-NET　2015年度決算および2016年度予算
収益の部 （単位：円）

予算 決算 予算

正会員費 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000

賛助会員年会費 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

サポーター年会費 ¥10,768,000 ¥9,887,750 ¥10,000,000

受取寄付金計 ¥33,000,000 ¥45,476,553 ¥34,500,000

　（一般寄付） ¥17,738,478 ¥11,500,000

　（イラク小児がん支援寄付） ¥19,657,340 ¥16,000,000

　（難民支援寄付（イラク）） ¥3,963,020 ¥3,000,000

　（難民支援寄付（ヨルダン）） ¥3,153,604 ¥3,000,000

　（福島支援寄付） ¥964,111 ¥1,000,000

受取拠出金 ¥14,700,000

チョコ募金 ¥84,000,000 ¥83,831,177 ¥91,400,000

物販寄付（グッズ・書籍等） ¥1,100,000 ¥2,351,068 ¥2,500,000

イベント寄付 ¥300,000 ¥132,700 ¥150,000

絵画展寄付 ¥100,000 ¥60,000 ¥100,000

受取助成金 ¥27,244,643 ¥4,086,700 ¥4,600,000

受取補助金 ¥15,606,911 ¥19,302,091

受託事業収益 ¥0 ¥808,650 ¥0

受取利息収入 ¥0 ¥30,392 ¥0

雑収益 ¥0 ¥458,120 ¥0

¥171,292,643 ¥162,810,021 ¥162,632,091

¥162,523,059

¥330,851,417 ¥325,155,150

費用の部

予算 決算 予算

人件費計 ¥22,544,000 ¥21,924,497 ¥21,330,000

　（イラク・アルビル） ¥3,900,000 ¥3,654,322 ¥6,530,000

　（イラク・バスラ） ¥2,200,000 ¥1,173,488 ※上記に含む

　（イラク・バグダッド） ¥1,775,000 ¥933,288 〃

　（難民支援（イラク）） ¥750,000 ¥1,250,059 ¥420,000

　（難民支援（ヨルダン）） ¥4,200,000 ¥3,103,687 ¥2,670,000

　（チョコ） ¥6,169,000 ¥8,825,600 ¥6,700,000

　（共通） ¥1,800,000

　（通勤費） ¥750,000 ¥1,212,588 ¥1,510,000

　（法定福利費（事業）） ¥2,800,000 ¥1,771,465 ¥1,700,000

イラク小児がん支援（イラク・アルビル） ¥12,425,000 ¥8,109,384 ¥15,130,000

イラク小児がん支援（イラク・バスラ） ¥17,475,000 ¥17,864,780 ¥14,840,000

イラク小児がん支援（イラク・バグダッド） ¥20,200,000 ¥16,800,522 ¥18,030,000

イラク小児がん支援（ヨルダン・アンマン） ¥1,000,000 ¥999,516 ¥900,000

難民支援（イラク） ¥20,903,214 ¥6,726,413 ¥3,900,000

難民支援（ヨルダン） ¥11,039,925 ¥10,900,000

福島支援 ¥5,000,000 ¥6,407,772 ¥6,700,000

イラク小児がん支援（イラク・アルビル） ¥4,440,000 ¥3,928,570 ¥3,510,000

イラク小児がん支援（イラク・バスラ） ¥1,395,000 ¥2,027,526 ¥1,520,000

イラク小児がん支援（イラク・バグダッド） ¥1,025,000 ¥662,517 ¥1,140,000

難民支援（イラク） ¥18,630,236 ¥967,629 ¥1,180,000

難民支援（ヨルダン） ¥12,702,046 ¥14,870,000

福島支援 ¥1,200,000 ¥1,281,234 ¥1,000,000

チョコ ¥25,508,220 ¥27,637,162 ¥27,550,000

ＪＩＭ－ＮＥＴ会議費 ¥1,000,000 ¥755,129 ¥1,180,000

物販購入（グッズ・書籍等） ¥500,000 ¥1,194,344 ¥1,000,000

アドボカシー経費 ¥2,000,000 ¥2,925,785 ¥1,270,000

印刷広告宣伝費 ¥4,070,700 ¥1,213,953 ¥2,100,000

減価償却費 ¥280,000 ¥320,464 ¥320,000

為替差損 ¥0 ¥1,251,223 ¥0

¥159,596,370 ¥146,740,391 ¥148,370,000

¥12,100,000 ¥13,387,043 ¥14,000,000

通勤費・交通費・国内出張費 ¥650,000 ¥963,212 ¥850,000

海外出張費 ¥1,000,000 ¥1,495,808 ¥1,000,000

通信・運搬費 ¥1,400,000 ¥1,458,764 ¥1,600,000

事務消耗品・備品費 ¥1,000,000 ¥900,883 ¥1,020,000

事務所光熱費 ¥250,000 ¥197,314 ¥240,000

事務所家賃・保険費 ¥1,300,000 ¥1,317,000 ¥1,450,000

記録・資料費 ¥200,000 ¥43,612 ¥100,000

支払手数料 ¥700,000 ¥743,191 ¥700,000

管理諸費 ¥400,000 ¥366,388 ¥470,000

緊急対応費 ¥500,000 ¥23,800 ¥100,000

減価償却費 ¥0 ¥71,175 ¥70,000

為替差損 ¥0 ¥619,777 ¥0

¥19,500,000 ¥21,587,967 ¥21,600,000

¥179,096,370 ¥168,328,358 ¥169,970,000

収支差額 ▲ 7,803,727 ▲ 5,518,337 ▲ 7,337,909

2015年度決算

前年度末繰越金 ¥168,041,396 ¥162,523,059

当年度収支差額 ▲ 5,518,337 ▲ 7,337,909

当年度末繰越金 ¥162,523,059 ¥155,185,150
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2014年度末繰越金 ¥168,041,396
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