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自 平成26年 6月 1日

至 平成27年 5月31日

特定非営利活動法人まちづくり協働センター

岩手県陸前高田市高田町字大隅93番地１

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成27年 5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まちづくり協働センター

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   流動負債  計                0 

   現　　　金               28 負債の部合計                0 

   普通　預金          224,095 正　味　財　産　の　部

    現金・預金 計          224,123  【正味財産】

     流動資産合計          224,123   前期繰越正味財産額           47,078 

   当期正味財産増減額          177,045 

    正味財産　計          224,123 

 正味財産の部合計          224,123 

資産の部合計          224,123 負債・正味財産の部合計          224,123 



全事業所 平成27年 5月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人まちづくり協働センター

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金               28 

      普通　預金          224,095 

        岩手銀行　2068539         (196,377)

        岩手銀行　2028897          (27,718)

        現金・預金 計          224,123 

          流動資産合計          224,123 

            資産の部  合計          224,123 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債  計                0 

      負債の部  合計                0 

 

        正味財産          224,123 



特定非営利活動法人まちづくり協働センター 自 平成26年 6月 1日　至 平成27年 5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            2,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           52,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,690,347 

  【その他収益】

    受取　利息               37 

    雑　収　益           18,510 

        経常収益  計        1,762,894 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      業務委託費          400,000 

      印刷製本費(事業)            8,480 

      旅費交通費(事業)           13,263 

      車　両　費(事業)            5,756 

      通信運搬費(事業)            1,958 

      消耗品　費(事業)           83,538 

      事務用消耗品費（事業）           33,948 

      租税　公課(事業)              400 

      支払手数料(事業)            8,786 

      雑　　　費(事業)           14,720 

        その他経費計          570,849 

          事業費  計          570,849 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,000,000 

        人件費計        1,000,000 

    （その他経費）

      接待交際費           15,000 

        その他経費計           15,000 

          管理費  計        1,015,000 

            経常費用  計        1,585,849 

              当期経常増減額          177,045 

【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          177,045 

        経理区分振替額                0 

          当期正味財産増減額          177,045 

          前期繰越正味財産額           47,078 



特定非営利活動法人まちづくり協働センター 自 平成26年 6月 1日　至 平成27年 5月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          次期繰越正味財産額          224,123 



全事業所 自 平成26年 6月 1日　至 平成27年 5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まちづくり協働センター

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費            2,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           52,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金        1,690,347 

  【その他収益】

    受取　利息               37 

    雑　収　益           18,510 

      経常収益  計        1,762,894 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      業務委託費          400,000 

      印刷製本費(事業)            8,480 

      旅費交通費(事業)           13,263 

      車　両　費(事業)            5,756 

      通信運搬費(事業)            1,958 

      消耗品　費(事業)           83,538 

      事務用消耗品費（事業）           33,948 

      租税　公課(事業)              400 

      支払手数料(事業)            8,786 

      雑　　　費(事業)           14,720 

        その他経費計          570,849 

          事業費  計          570,849 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当        1,000,000 

        人件費計        1,000,000 

    （その他経費）

      接待交際費           15,000 

        その他経費計           15,000 

          管理費  計        1,015,000 

            経常費用  計        1,585,849 

              当期経常増減額          177,045 

【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          177,045 

    経理区分振替額                0 

      当期正味財産増減額          177,045 



全事業所 自 平成26年 6月 1日　至 平成27年 5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まちづくり協働センター

      前期繰越正味財産額           47,078 

      次期繰越正味財産額          224,123 


