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自 平成26年 2月17日

至 平成26年12月31日

ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会

大阪府東大阪市昭和町19番15号

 

決　算　報　告　書



全事業所 平成26年12月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           13,377 

      普通　預金          435,670 

        現金・預金 計          449,047 

          流動資産合計          449,047 

            資産の部  合計          449,047 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          336,753 

    前　受　金           43,675 

    預　り　金            4,036 

      流動負債  計          384,464 

  【固定負債】

    長期借入金          200,000 

      固定負債  計          200,000 

        負債の部  合計          584,464 

《正味財産の部》

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額                0 

    当期正味財産増減額        △135,417 

      正味財産　計        △135,417 

        正味財産の部  合計        △135,417 

          負債・正味財産合計          449,047 



全事業所 平成26年12月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           13,377 

      普通　預金          435,670 

        現金・預金 計          449,047 

          流動資産合計          449,047 

            資産の部  合計          449,047 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          336,753 

    前　受　金           43,675 

    預　り　金            4,036 

      流動負債  計          384,464 

  【固定負債】

    長期借入金          200,000 

      固定負債  計          200,000 

        負債の部  合計          584,464 

 

        正味財産        △135,417 



ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会 自 平成26年 2月17日　至 平成26年12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          139,000 

    賛助会員受取会費           10,000          149,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           34,709 

    施設等受入評価益          264,000          298,709 

  【受取助成金等】

    受取補助金          756,325 

  【事業収益】

    事業　収益          223,611 

        経常収益  計        1,427,645 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)           82,450 

        人件費計           82,450 

    （その他経費）

      諸　謝　金          111,200 

      印刷製本費(事業)          363,926 

      会　議　費(事業)          104,968 

      旅費交通費(事業)           89,760 

      通信運搬費(事業)           10,597 

      消耗品　費(事業)           65,556 

      賃  借  料(事業)          110,780 

      施設等評価費用          264,000 

      諸　会　費(事業)              324 

      研　修　費          125,500 

      支払手数料(事業)            3,910 

      雑　　　費(事業)            6,918 

        その他経費計        1,257,439 

          事業費  計        1,339,889 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費           10,454 

      会　議　費            4,000 

      旅費交通費            1,200 

      通信運搬費           55,745 

      消耗品　費           95,240 

      接待交際費           46,616 

      保　険　料            2,662 

      諸　会　費            1,000 

      租税　公課            1,050 

      支払手数料            2,646 



ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会 自 平成26年 2月17日　至 平成26年12月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      雑　　　費            2,560 

        その他経費計          223,173 

          管理費  計          223,173 

            経常費用  計        1,563,062 

              当期経常増減額        △135,417 

【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        △135,417 

          当期正味財産増減額        △135,417 

          前期繰越正味財産額                0 

          次期繰越正味財産額        △135,417 



全事業所 自 平成26年 2月17日　至 平成26年12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）ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          139,000 

    賛助会員受取会費           10,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           34,709 

    施設等受入評価益          264,000 

  【受取助成金等】

    受取補助金          756,325 

  【事業収益】

    事業　収益          223,611 

        経常収益  計        1,427,645 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業)           82,450 

        人件費計           82,450 

    （その他経費）

      諸　謝　金          111,200 

      印刷製本費(事業)          363,926 

      会　議　費(事業)          104,968 

      旅費交通費(事業)           89,760 

      通信運搬費(事業)           10,597 

      消耗品　費(事業)           65,556 

      賃  借  料(事業)          110,780 

      施設等評価費用          264,000 

      諸　会　費(事業)              324 

      研　修　費          125,500 

      支払手数料(事業)            3,910 

      雑　　　費(事業)            6,918 

        その他経費計        1,257,439 

          事業費  計        1,339,889 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費           10,454 

      会　議　費            4,000 

      旅費交通費            1,200 

      通信運搬費           55,745 

      消耗品　費           95,240 

      接待交際費           46,616 

      保　険　料            2,662 

      諸　会　費            1,000 

      租税　公課            1,050 

      支払手数料            2,646 



全事業所 自 平成26年 2月17日　至 平成26年12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）ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会

      雑　　　費            2,560 

        その他経費計          223,173 

          管理費  計          223,173 

            経常費用  計        1,563,062 

              当期経常増減額        △135,417 

【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        △135,417 

      当期正味財産増減額        △135,417 

      前期繰越正味財産額                0 

      次期繰越正味財産額        △135,417 


