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自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会

大阪府羽曳野市南古市3-3-7

 

決　算　報　告　書



全事業所 平成27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           38,558 

      普通　預金          178,345 

        現金・預金 計          216,903 

    （売上債権）

      未　収　金          264,989 

        売上債権 計          264,989 

          流動資産合計          481,892 

            資産の部  合計          481,892 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          106,220 

    短期借入金          120,000 

    預　り　金            2,957 

      流動負債  計          229,177 

  【固定負債】

    長期借入金          300,000 

      固定負債  計          300,000 

        負債の部  合計          529,177 

《正味財産の部》

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額        △135,417 

    当期正味財産増減額           88,132 

      正味財産　計         △47,285 

        正味財産の部  合計         △47,285 

          負債・正味財産合計          481,892 



全事業所 平成27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           38,558 

      普通　預金          178,345 

        現金・預金 計          216,903 

    （売上債権）

      未　収　金          264,989 

        売上債権 計          264,989 

          流動資産合計          481,892 

            資産の部  合計          481,892 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          106,220 

    短期借入金          120,000 

    預　り　金            2,957 

      流動負債  計          229,177 

  【固定負債】

    長期借入金          300,000 

      固定負債  計          300,000 

        負債の部  合計          529,177 

 

        正味財産         △47,285 



ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会 自 平成27年 1月 1日　至 平成27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           71,000 

    賛助会員受取会費           34,000          105,000 

  【受取寄付金】

    施設等受入評価益          168,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          500,000 

    受取補助金        1,265,480        1,765,480 

  【事業収益】

    事業　収益        1,197,000 

  【その他収益】

    受取　利息               46 

        経常収益  計        3,235,526 

【経常費用】

  【事業費】

    材料費          323,399 

    （人件費）

      給料　手当(事業)          186,618 

        人件費計          186,618 

    （その他経費）

      業務委託費          379,000 

      諸　謝　金          263,800 

      印刷製本費(事業)          362,720 

      会　議　費(事業)          241,362 

      旅費交通費(事業)          183,220 

      通信運搬費(事業)           12,120 

      消耗品　費(事業)          123,988 

      賃  借  料(事業)          268,956 

      施設等評価費用          168,000 

      諸　会　費(事業)              398 

      支払手数料(事業)           12,366 

        その他経費計        2,015,930 

          事業費  計        2,525,947 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費            8,560 

      会　議　費          123,274 

      旅費交通費          294,430 

      通信運搬費          124,301 

      消耗品　費           27,195 

      接待交際費           14,299 

      新聞図書費            1,500 

      諸　会　費           16,250 



ＮＰＯ法人農楽マッチ勉強会 自 平成27年 1月 1日　至 平成27年12月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      租税　公課              850 

      支払手数料            4,644 

      支払　利息            6,144 

        その他経費計          621,447 

          管理費  計          621,447 

            経常費用  計        3,147,394 

              当期経常増減額           88,132 

【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           88,132 

          当期正味財産増減額           88,132 

          前期繰越正味財産額        △135,417 

          次期繰越正味財産額         △47,285 



全事業所 自 平成27年 1月 1日　至 平成27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           71,000 

    賛助会員受取会費           34,000 

  【受取寄付金】

    施設等受入評価益          168,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          500,000 

    受取補助金        1,265,480 

  【事業収益】

    事業　収益        1,197,000 

  【その他収益】

    受取　利息               46 

        経常収益  計        3,235,526 

【経常費用】

  【事業費】

    材料費          323,399 

    （人件費）

      給料　手当(事業)          186,618 

        人件費計          186,618 

    （その他経費）

      業務委託費          379,000 

      諸　謝　金          263,800 

      印刷製本費(事業)          362,720 

      会　議　費(事業)          241,362 

      旅費交通費(事業)          183,220 

      通信運搬費(事業)           12,120 

      消耗品　費(事業)          123,988 

      賃  借  料(事業)          268,956 

      施設等評価費用          168,000 

      諸　会　費(事業)              398 

      支払手数料(事業)           12,366 

        その他経費計        2,015,930 

          事業費  計        2,525,947 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費            8,560 

      会　議　費          123,274 

      旅費交通費          294,430 

      通信運搬費          124,301 

      消耗品　費           27,195 

      接待交際費           14,299 

      新聞図書費            1,500 

      諸　会　費           16,250 



全事業所 自 平成27年 1月 1日　至 平成27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

      租税　公課              850 

      支払手数料            4,644 

      支払　利息            6,144 

        その他経費計          621,447 

          管理費  計          621,447 

            経常費用  計        3,147,394 

              当期経常増減額           88,132 

【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           88,132 

      当期正味財産増減額           88,132 

      前期繰越正味財産額        △135,417 

      次期繰越正味財産額         △47,285 


