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決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

2021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        2,751,847 

   現　　　金          132,022    流動負債  計        2,751,847 

   ゆうちょ銀行          461,026 負債合計        2,751,847 

   振替口座　00940-4-202502          472,012 正　味　財　産　の　部

   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      △1,436,007 

    現金・預金 計        1,100,657   当期正味財産増減額        △143,693 

  （その他流動資産）    正味財産　計      △1,579,700 

   立　替　金           71,490 正味財産合計      △1,579,700 

    その他流動資産  計           71,490  

     流動資産合計        1,172,147  

資産合計        1,172,147 負債及び正味財産合計        1,172,147 

【貸借対照表の注記】

 

猫の避妊去勢手術助成金に対する立替事業を始めました。

 

2020年度

立替金　　　300,000円

 

助成金　　　228,510円

 

未回収　　　 71,490円



2021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          132,022 

      ゆうちょ銀行          461,026 

      振替口座　00940-4-202502          472,012 

      振替口座 00920-1-166043           14,597 

      振替口座　00910-0-322852           21,000 

        現金・預金 計        1,100,657 

    （その他流動資産）

      立　替　金           71,490 

        その他流動資産  計           71,490 

          流動資産合計        1,172,147 

            資産の部  合計        1,172,147 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        2,751,847 

      流動負債  計        2,751,847 

        負債の部  合計        2,751,847 

 

        正味財産      △1,579,700 



特定非営利活動法人C.O.N 自 2020年 4月 1日　至 2021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          633,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金            6,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,066,354 

  【事業収益】

    募金収益          158,860 

  【その他収益】

    受取　利息                8 

        経常収益  計        1,864,222 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      保護関連費　（事業）          252,552 

      高齢者とペットの安心ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事          645,070 

      譲渡会（事業）           11,690 

      手術治療費（事業）          207,410 

      会　議　費(事業)           16,225 

      旅費交通費(事業)           11,300 

      通信運搬費(事業)            1,272 

      捕獲活動費           17,000 

      支払手数料(事業)          165,000 

      支払寄付金          337,889 

      事務消耗品           35,256 

        その他経費計        1,700,664 

          事業費  計        1,700,664 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      通信費           88,038 

      会　議　費           47,742 

      旅費交通費            8,920 

      通信運搬費           13,268 

      消耗品　費           19,001 

      賃　借　料           24,000 

      広告宣伝費            4,961 

      接待交際費           30,000 

      租税　公課              200 

      支払手数料            1,540 

      雑　　　費            3,680 

      事務消耗品           65,901 



特定非営利活動法人C.O.N 自 2020年 4月 1日　至 2021年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        その他経費計          307,251 

          管理費  計          307,251 

            経常費用  計        2,007,915 

              当期経常増減額        △143,693 

【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        △143,693 

          当期正味財産増減額        △143,693 

          前期繰越正味財産額      △1,436,007 

          次期繰越正味財産額      △1,579,700 

【活動計算書の注記】

 

　2020年12月に

　尼崎市NPO活動促進事業に承認され　動物愛護基金のオフィシャルサポーターの設置が

　決定いたしました。

 

　　

　2020年12月31日現在

　1,272,000円のご寄附をいただいております。



自 2020年 4月 1日　至 2021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          633,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金            6,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,066,354 

  【事業収益】

    募金収益          158,860 

  【その他収益】

    受取　利息                8 

        経常収益  計        1,864,222 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      保護関連費　（事業）          252,552 

      高齢者とペットの安心ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事          645,070 

      譲渡会（事業）           11,690 

      手術治療費（事業）          207,410 

      会　議　費(事業)           16,225 

      旅費交通費(事業)           11,300 

      通信運搬費(事業)            1,272 

      捕獲活動費           17,000 

      支払手数料(事業)          165,000 

      支払寄付金          337,889 

      事務消耗品           35,256 

        その他経費計        1,700,664 

          事業費  計        1,700,664 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      通信費           88,038 

      会　議　費           47,742 

      旅費交通費            8,920 

      通信運搬費           13,268 

      消耗品　費           19,001 

      賃　借　料           24,000 

      広告宣伝費            4,961 

      接待交際費           30,000 

      租税　公課              200 

      支払手数料            1,540 

      雑　　　費            3,680 

      事務消耗品           65,901 



自 2020年 4月 1日　至 2021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

        その他経費計          307,251 

          管理費  計          307,251 

            経常費用  計        2,007,915 

              当期経常増減額        △143,693 

【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        △143,693 

      当期正味財産増減額        △143,693 

      前期繰越正味財産額      △1,436,007 

      次期繰越正味財産額      △1,579,700 


