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※科目の詳細説明

運営プログラム 利用者 ⼈数 延利用⼈数 月初残高 ¥1,055,762 【費用の部】

就労移行支援いぬのいえWANSTEP 21 就労移行支援 13 108 今月の収入 ¥2,299,374 給与手当 給与、アルバイト料、役員報酬

就労継続支援B型イヌモク工房WANSTEP 21 就労継続支援B型 0 0 今月の支出 ¥1,315,130 福利厚生費 健康診断など

いぬのいえ 8 いぬのいえ 1 4 月末残高 ¥2,040,006 法定福利費 社会保険料負担金

定期通所利用者合計 14 112 通信運搬費 クロネコ、送料、電話、ＦＡＸ、プロバイダー

新規利用説明会 4 4 賃借料 ＰＣ、コピー機、印刷機レンタル、会場代

１日体験 2 2 科目 金額 科目 金額 地代家賃 事務所や駐車場代など

ゆるボラ 0 0 正会員受取会費 ¥0 給与手当 ¥539,029 印刷製本費 インク代、マスター、複写サービス費、印刷機消耗品

フリースペース 0 0 賛助会員受取会費 ¥0 福利厚生費 ¥5,000 消耗品費 \50000以下

対象⼈数 イヌモク工房 0 0 受取寄付金 ¥39,150 法定福利費 ¥149,118 旅費交通費

5/15 通常総会 - CRAFT 0 0 受取公的助成金 ¥0 通信運搬費 ¥39,008 諸謝金 講師謝金等

5/23 JT NPO助成事業2018年度交付式 - 面会相談・保護者相談 2 2 受取民間助成金 ¥870,000 賃借料 ¥0 会議費 会議に係る飲食費用、会場利用料など

会報等 0 0 受取公的補助金 ¥0 地代家賃 ¥140,400 諸会費 研修費

交流イベント 0 0 受取民間補助金 ¥0 印刷製本費 ¥5,729 租税公課 証紙、印紙

その他利用者合計 8 8 公的受託事業 ¥0 消耗品費 ¥111,295 水道光熱費 水道、電気、ガス

合計 22 120 いぬのいえ会費 ¥43,000 旅費交通費 ¥13,777 支払手数料 振込手数料、システム利用手数料

今月の卒業生 0 受取利息 ¥0 諸謝金 ¥0 雑費

利用者数・犬頭数 イベント収益 ¥0 会議費 ¥0 業務委託費

2018年度(2018/4/1-2019/3/31) 保護犬 頭数 ファミリー会員 ¥114,497 諸会費 ¥0 損害傷害保険費 あいおい損保のNPO総合保険

総利用者数 52 シェルター保護頭数 6 雑収益 ¥3,340 租税公課 ¥82,000 備品費 \50000より大きい

定期通所利用者数 14 トライアル中 0 グッズ販売 ¥500 水道光熱費 ¥16,087 広告宣伝費 広告出稿料など

延利用者数（定期利用者のみ） 216 一時預かり等 0 講演料 ¥0 支払手数料 ¥21,540 研修手当 利用者に対し作業時の研修手当

進路決定者数 0 今月の譲渡犬 1 訓練等給付費収益 ¥852,720 雑費 ¥0 他団体寄付 他の保護団体等への寄付

進路決定率(%) 0% その他 ⼈数 キドックスカフェ ¥376,167 業務委託費 ¥0 【収益の部】

総トレーニング数 6 スタッフ 6 ー 損害傷害保険費 ¥0 正会員受取会費

総譲渡数 1 ボランティア 26 ー 備品費 ¥0 賛助会員受取会費

他団体の見学者や取材等 17 ー 広告宣伝費 ¥21,384 受取寄付金

総利用者数 156 ※これまでの進路先内訳 ー 工賃 ¥16,620 受取公的助成金

定期利用者数 35 進学 ８名 ー 他団体寄付 ¥0 受取民間助成金

延利用者数 2563 一般就労 ２名 ー 医療費 ¥0 受取公的補助金

進路決定者数 12 福祉系就労 ２名 ー 車両費 ¥0 受取民間補助金

進路決定率(%) 34% ー 生産活動原価 ¥154,143 公的受託事業

総トレーニング数 25 総計 ¥2,299,374 総計 ¥1,315,130 いぬのいえ会費 若者自立支援プログラムの利用者の月会費

総譲渡数 18 受取利息

雑収益

発行責任者：NPO法人キドックス 電話：029-846-0661 ファミリー会員会費月額寄付会員のファミリー会員の方からのご寄付

www.kidogs.org メール：info@kidogs.org イベント収益 イベントや授業や講演会などの収益

イベント・その他

今月の活動 今月の活動の成果 会計報告

収入の部 支出の部

人

犬

開始時(2013/5/1)から現在まで（一般向けプログラムの

人

犬


