
尼崎市潮江1丁目11番1-1501号

決　算　報　告　書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人C.O.N



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   短期借入金 1,834,126 
   現　　　金 61,952    流動負債  計 1,834,126 
   普通　預金 192,204 
   振替口座 138,856 
   振替口座2 11,000  【正味財産】
   振替口座3 15,000   前期繰越正味財産額 △ 508,405 
    現金・預金 計 419,012   当期正味財産増減額 △ 906,709 
     流動資産合計 419,012    正味財産　計 △ 1,415,114 

平成29年 3月31日 現在
特定非営利活動法人C.O.N



【経常収益】
  【受取会費】
    賛助会員受取会費 647,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 309,252 
  【受取助成金等】
    受取助成金 280,000 
  【事業収益】
    搬出入手数料収入 240,900 
    捕獲器貸出収入 46,000 
    募金収益 213,519 
    譲渡会参加費 6,000 
    物品販売収益 14,300 
    バザー収益 51,050 
    行事参加会費収益 90,000 661,769 
  【その他収益】
    受取　利息 19 
        経常収益  計 1,898,040 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      アルバイト給料(事業) 310,000 
        人件費計 310,000 
    （その他経費）
      イベント経費 207,347 
      手術治療費（事業） 643,392 
      会　議　費(事業) 110,000 
      旅費交通費(事業) 13,020 
      消耗品　費(事業) 214,619 
      広告宣伝費（事業） 343,796 
      賃  借  料(事業) 27,000 
      捕獲活動費 120,139 
      租税　公課(事業) 2,000 
      支払寄付金 30,000 
      事務消耗品 20,475 
        その他経費計 1,731,788 
          事業費  計 2,041,788 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      通信費 121,603 
      会　議　費 1,890 
      旅費交通費 600 
      消耗品　費 18,318 
      賃　借　料 174,029 
      接待交際費 40,000 
      新聞図書費 187,725 
      租税　公課 2 
      支払手数料 3,764 
      事務消耗品 40,530 
      消耗　備品 174,500 
        その他経費計 762,961 
          管理費  計 762,961 
            経常費用  計 2,804,749 
              当期経常増減額 △ 906,709 

[税込]（単位：円）

自 平成28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日特定非営利活動法人C.O.N



[税込]（単位：円）

自 平成28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日特定非営利活動法人C.O.N
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 906,709 
          当期正味財産増減額 △ 906,709 
          前期繰越正味財産額 △ 508,405 

          次期繰越正味財産額 △ 1,415,114 



[税込]（単位：円）

【経常収益】
  【受取会費】
    賛助会員受取会費 647,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 309,252 
  【受取助成金等】
    受取助成金 280,000 
  【事業収益】
    搬出入手数料収入 240,900 
    捕獲器貸出収入 46,000 
    募金収益 213,519 
    譲渡会参加費 6,000 
    物品販売収益 14,300 
    バザー収益 51,050 
    行事参加会費収益 90,000 
  【その他収益】
    受取　利息 19 
        経常収益  計 1,898,040 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      アルバイト給料(事業) 310,000 
        人件費計 310,000 
    （その他経費）
      イベント経費 207,347 
      手術治療費（事業） 643,392 
      会　議　費(事業) 110,000 
      旅費交通費(事業) 13,020 
      消耗品　費(事業) 214,619 
      広告宣伝費（事業） 343,796 
      賃  借  料(事業) 27,000 
      捕獲活動費 120,139 
      租税　公課(事業) 2,000 
      支払寄付金 30,000 
      事務消耗品 20,475 
        その他経費計 1,731,788 
          事業費  計 2,041,788 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      通信費 121,603 
      会　議　費 1,890 
      旅費交通費 600 
      消耗品　費 18,318 
      賃　借　料 174,029 
      接待交際費 40,000 
      新聞図書費 187,725 
      租税　公課 2 
      支払手数料 3,764 
      事務消耗品 40,530 
      消耗　備品 174,500 
        その他経費計 762,961 
          管理費  計 762,961 
            経常費用  計 2,804,749 
              当期経常増減額 △ 906,709 
【経常外収益】

特定非営利活動法人C.O.N
自 平成28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日



[税込]（単位：円）特定非営利活動法人C.O.N
自 平成28年 4月 1日  至 平成29年 3月31日

  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 906,709 
      当期正味財産増減額 △ 906,709 
      前期繰越正味財産額 △ 508,405 
      次期繰越正味財産額 △ 1,415,114 


