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至 2020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 2,879,096 
   現　　　金 633,043    流動負債  計 2,879,096 
   ゆうちょ銀行 51,099 負債合計 2,879,096 
   振替口座　00940-4-202502 516,350 
   振替口座 00920-1-166043 14,597  【正味財産】
   振替口座　00910-0-322852 21,000   前期繰越正味財産額 △ 2,373,220 
   定期　預金 207,000   当期正味財産増減額 937,213 
    現金・預金 計 1,443,089    正味財産　計 △ 1,436,007 
     流動資産合計 1,443,089 正味財産合計 △ 1,436,007 

資産合計 1,443,089 負債及び正味財産合計 1,443,089 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
2020年 3月31日 現在

特定非営利活動法人C.O.N



 【流動資産】
 （現金・預金）

現　　　金 633,043 
ゆうちょ銀行 51,099 
振替口座　00940-4-202502 516,350 
振替口座 00920-1-166043 14,597 
振替口座　00910-0-322852 21,000 
定期　預金 207,000 

現金・預金 計 1,443,089 
流動資産合計 1,443,089 

資産の部  合計 1,443,089 

 【流動負債】
    短期借入金 2,879,096 

流動負債  計 2,879,096 
負債の部  合計 2,879,096 

正味財産 △ 1,436,007

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人C.O.N

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在



【経常収益】
 【受取会費】
   正会員受取会費 626,000 
 【受取寄付金】

    受取寄付金 112,909 
 【受取助成金等】

    受取助成金 1,140,000 
 【事業収益】

    募金収益 442,361 
 譲渡会参加費 13,500 
 物品販売収益 3,000 

    バザー収益 25,430 
イベント収益① 34,000 518,291 

 【その他収益】
    受取　利息 1 

経常収益  計 2,397,201 
【経常費用】
 【事業費】

    （人件費）
人件費計 0 

 （その他経費）
啓発事業経費 305,273 
譲渡会事業費 483,425 
保護医療費 268,500 

その他経費計 1,057,198 
事業費  計 1,057,198 

 【管理費】
    （人件費）

人件費計 0 
 （その他経費）

通信費 172,947 
印刷製本費 11,450 
会　議　費 19,604 
旅費交通費 8,790 
通信運搬費 1,660 
消耗品　費 3,693 
賃　借　料 24,000 
広告宣伝費 64,800 
接待交際費 44,270 
諸　会　費 31,000 
支払手数料 1,740 
事務消耗品 18,836 

その他経費計 402,790 
管理費  計 402,790 

経常費用  計 1,459,988 
当期経常増減額 937,213 

【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 937,213 
当期正味財産増減額 937,213 
前期繰越正味財産額 △ 2,373,220

次期繰越正味財産額 △ 1,436,007

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日特定非営利活動法人C.O.N



[税込]（単位：円）

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 626,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 112,909 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,140,000 
  【事業収益】
    募金収益 442,361 
    譲渡会参加費 13,500 
    物品販売収益 3,000 
    バザー収益 25,430 
    イベント収益① 34,000 
  【その他収益】
    受取　利息 1 
        経常収益  計 2,397,201 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      啓発事業経費 305,273 
      譲渡会事業費 483,425 
　　　保護医療費 268,500 

        その他経費計 1,057,198 
          事業費  計 1,057,198 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      通信費 172,947 
      印刷製本費 11,450 
      会　議　費 19,604 
      旅費交通費 8,790 
      通信運搬費 1,660 
      消耗品　費 3,693 
      賃　借　料 24,000 
      広告宣伝費 64,800 
      接待交際費 44,270 
      諸　会　費 31,000 
      支払手数料 1,740 
      事務消耗品 18,836 
        その他経費計 402,790 
          管理費  計 402,790 
            経常費用  計 1,459,988 
              当期経常増減額 937,213 
【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 937,213 
      当期正味財産増減額 937,213 
      前期繰越正味財産額 △ 2,373,220 
      次期繰越正味財産額 △ 1,436,007 

特定非営利活動法人C.O.N
自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

2,658,121 906,234 685,259 2,879,096

合計 2,658,121 906,234 685,259 2,879,096

財務諸表の注記
2020年 3月31日 現在特定非営利活動法人C.O.N


	表紙
	貸借対照表（勘定式）
	財産目録
	活動計算書
	損益計算書
	財務諸表の注記

