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至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人C.O.N

尼崎市潮江1丁目11番1-1501号

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

平成26年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人C.O.N

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   短期借入金        2,140,792 

   現　　　金          297,000    流動負債  計        2,140,792 

   普通　預金        1,115,536 負債の部合計        2,140,792 

    現金・預金 計        1,412,536 正　味　財　産　の　部

     流動資産合計        1,412,536  【正味財産】

   前期繰越正味財産額        △630,639 

   当期正味財産増減額         △97,617 

    正味財産　計        △728,256 

 正味財産の部合計        △728,256 

資産の部合計        1,412,536 負債・正味財産の部合計        1,412,536 



平成26年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人C.O.N

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金          297,000 

      普通　預金        1,115,536 

        現金・預金 計        1,412,536 

          流動資産合計        1,412,536 

            資産の部  合計        1,412,536 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        2,140,792 

      流動負債  計        2,140,792 

        負債の部  合計        2,140,792 

 

        正味財産        △728,256 



特定非営利活動法人C.O.N 自 平成25年10月 1日　至 平成26年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           39,000 

    賛助会員受取会費          484,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          295,248 

  【事業収益】

    利用者負担金収益           12,000 

    バザー収益           21,688 

  【その他収益】

    雑　収　益          180,000 

        経常収益  計        1,031,936 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      アルバイト給料(事業)          424,000 

        人件費計          424,000 

    （その他経費）

      旅費交通費(事業)           49,600 

      消耗品　費(事業)           22,802 

      賃  借  料(事業)            2,400 

      支払手数料(事業)            7,250 

      雑　　　費(事業)            7,016 

      事務消耗品            5,900 

        その他経費計           94,968 

          事業費  計          518,968 

  【管理費】

    （人件費）

      法定福利費              780 

        人件費計              780 

    （その他経費）

      通信運搬費           90,456 

      賃　借　料           30,000 

      広告宣伝費          353,085 

      接待交際費           28,431 

      新聞図書費              500 

      租税　公課              200 

      消耗　備品          107,133 

        その他経費計          609,805 

          管理費  計          610,585 

            経常費用  計        1,129,553 

              当期経常増減額         △97,617 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 



特定非営利活動法人C.O.N 自 平成25年10月 1日　至 平成26年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        税引前当期正味財産増減額         △97,617 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額         △97,617 

          前期繰越正味財産額        △630,639 

          次期繰越正味財産額        △728,256 



自 平成25年10月 1日　至 平成26年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人C.O.N

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           39,000 

    賛助会員受取会費          484,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          295,248 

  【事業収益】

    利用者負担金収益           12,000 

    バザー収益           21,688 

  【その他収益】

    雑　収　益          180,000 

      経常収益  計        1,031,936 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      アルバイト給料(事業)          424,000 

        人件費計          424,000 

    （その他経費）

      旅費交通費(事業)           49,600 

      消耗品　費(事業)           22,802 

      賃  借  料(事業)            2,400 

      支払手数料(事業)            7,250 

      雑　　　費(事業)            7,016 

      事務消耗品            5,900 

        その他経費計           94,968 

          事業費  計          518,968 

  【管理費】

    （人件費）

      法定福利費              780 

        人件費計              780 

    （その他経費）

      通信運搬費           90,456 

      賃　借　料           30,000 

      広告宣伝費          353,085 

      接待交際費           28,431 

      新聞図書費              500 

      租税　公課              200 

      消耗　備品          107,133 

        その他経費計          609,805 

          管理費  計          610,585 

            経常費用  計        1,129,553 

              当期経常増減額         △97,617 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 



自 平成25年10月 1日　至 平成26年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人C.O.N

 

    税引前当期正味財産増減額         △97,617 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額         △97,617 

      前期繰越正味財産額        △630,639 

      次期繰越正味財産額        △728,256 


