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決　算　報　告　書

自 2013年 7月 1日

至 2014年 6月30日

特定非営利活動法人楽知ん研究所



[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）   未  払  金 1,546,430 
   現      金 187,570   前  受  金 18,000 
   小口  現金 23,027    流動負債  計 1,564,430 
   当座  預金 889,003  【固定負債】
   普通  預金 3,372,017   長期借入金 5,200,000 
    現金・預金 計 4,471,617    固定負債  計 5,200,000 
  （棚卸資産） 負債の部合計 6,764,430 
   棚卸  資産 3,781,459 
    棚卸資産  計 3,781,459  【正味財産】
  （その他流動資産）   正味  財産 3,010,726 
   前  渡  金 1,522,080   (うち当期正味財産増加額) 476,996 
    その他流動資産  計 1,522,080    正味財産  計 3,010,726 
     流動資産合計 9,775,156 正味財産の部合計 3,010,726 

資産の部合計 9,775,156 負債・正味財産の部合計 9,775,156 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2014年 6月30日 現在
特定非営利活動法人楽知ん研究所



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 187,570 
      小口  現金 23,027 
        手持ち現金（田部井） (13,827)
        手持ち現金（武藤） (9,200)
      当座  預金 889,003 
        ゆうちょ銀行０１９店 (889,003)
      普通  預金 3,372,017 
        楽天銀行ダンス支店 (1,611,182)
        ゆうちょ銀行 (623,471)
        郵便振替口座 (714,803)
        京葉銀行海浜幕張支店 (1,942)
        三井住友銀行一社支店 (420,619)
          現金・預金 計 4,471,617 
    （棚卸資産）
      棚卸  資産 3,781,459 
        自分でトコトン考えるための勉強 (20,475)
        バンジーチャイム上演MEMO (18,720)
        水はどっちからでる？ (5,607)
        みんなでフランクリンになろう！ (5,418)
        ジョボジョボ～フリップBOOK (294,952)
        ジョボジョボ～紙芝居BOOK (303,807)
        しゅぽしゅぽ実演MEMO (17,325)
        ジョボジョボ～実演MEMO (96,075)
        どっか～ん実演MEMO (58,590)
        どっか～んフリップBOOK (92,925)
        フラッグス (525,420)
        マルデブルグの新実験 (98,490)
        転がるものと落ちるもの (41,160)
        もっとしゅぽしゅぽ実験問題集 (90,300)
        お先に失礼２ (135,450)
        10億倍水分子バルーン (334,425)
        モクモクフリップBOOK (212,520)
        エリザベス (14,700)
        ゴンザレス (7,350)
        イリュージョンメーカー (846,720)
        はじめての結晶づくり (294,630)
        モクモク実演MEMO (214,200)
        電気をよく通すプラスチック (52,200)
          棚卸資産  計 3,781,459 
    （その他流動資産）
      前  渡  金 1,522,080 
        その他流動資産  計 1,522,080 
          流動資産合計 9,775,156 
            資産の部  合計 9,775,156 

  【流動負債】
    未  払  金 1,546,430 
    前  受  金 18,000 
      流動負債  計 1,564,430 
  【固定負債】
    長期借入金 5,200,000 
      宮地　祐司 (400,000)
      高橋　信夫 (400,000)

特定非営利活動法人楽知ん研究所
2014年 6月30日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

全事業所
特定非営利活動法人楽知ん研究所

2014年 6月30日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

      山本　恵理子 (400,000)
      田部井　哲広 (400,000)
      樋栄　邦直 (400,000)
      宗　敦夫 (400,000)
      阿久津　浩 (400,000)
      横田　淳一 (400,000)
      福岡　辰彦 (400,000)
      小出　雅之 (400,000)
      岡崎　則武 (400,000)
      宗像　利忠 (400,000)
      栗原　正治 (400,000)
        固定負債  計 5,200,000 
          負債の部  合計 6,764,430 

        正味財産 3,010,726 



[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【Ⅰ 経常収入の部】
      会費収入 340,000 
      寄付金収入 1,365,210 
      事業  収入 3,358,480 
      助成金収入 1,211,612 
      その他収入 105 
      受取利息収入 479 
        【Ⅰ 経常収入の部】 合計 6,275,886 
    【Ⅱ 経常収入の部】
    　1.事業費
     　 講座開催事業 818,448 
     　 出 版 事 業 2,311,276 
    　  荷造運搬費 242,269 
    　  旅費交通費 187,570 
     　   当期事業費 計 3,559,563 
      　    合  計 3,559,563 
      　     1. 事業費  計 3,559,563 
    　2.管理費
      　通  信  費 32,310 
    　  荷造運搬費 2,346 
     　 旅費交通費 272,030 
    　  広告宣伝費 31,920 
      　交　際　費 25,000 
      　事務局会議費 8,146 
      　消耗品　費 73,894 
     　 印　刷  費 69,678 
      　在庫管理費 522,300 
     　 租税  公課 450 
      　諸  会  費 22,000 
      　支払手数料 10,500 
     　 雑      費 44,420 
     　 法　人　税 68,500 
      　  2.管理費  計 1,183,494 
        【Ⅱ 経常支出の部】 合計 4,743,057 
          経常収支差額 1,532,829 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 0 
    【その他資金支出】
      その他資金支出  計 0 

        当期収支差額 1,532,829 
        前期繰越収支差額 4,952,863 
        次期繰越収支差額 6,485,692 

特定非営利活動法人楽知ん研究所
自 2013年 7月 1日  至 2014年 6月30日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》



[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【Ⅰ 経常収入の部】
      会費収入 340,000 
      寄付金収入 1,365,210 
      事業  収入 3,358,480 
      助成金収入 1,211,612 
      その他収入 105 
      受取利息収入 479 
        【Ⅰ 経常収入の部】 合計 6,275,886 
    【事業費】
      期首棚卸高 4,837,292 
        期首商品・製品棚卸高 計 4,837,292 
      講座開催事業 818,448 
      出 版 事 業 2,311,276 
      荷造運搬費 242,269 
      旅費交通費 187,570 
        当期事業費 計 3,559,563 
          合  計 8,396,855 
      期末棚卸高 △ 3,781,459 
        期末商品・製品棚卸高 計 △ 3,781,459 
          事業費  計 4,615,396 
    【管理費】
      通  信  費 32,310 
      荷造運搬費 2,346 
      旅費交通費 272,030 
      広告宣伝費 31,920 
      交　際　費 25,000 
      事務局会議費 8,146 
      消耗品　費 73,894 
      印　刷  費 69,678 
      在庫管理費 522,300 
      租税  公課 450 
      諸  会  費 22,000 
      支払手数料 10,500 
      雑      費 44,420 
      法　人　税 68,500 
        管理費  計 1,183,494 
          経常収支差額 476,996 

            当期正味財産増加額 476,996 
            前期繰越正味財産額 2,533,730 
            当期正味財産合計 3,010,726 

特定非営利活動法人楽知ん研究所
自 2013年 7月 1日  至 2014年 6月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

《経常収支の部》


