
 2019年度　活動予算書

科目CD 科目 予算額

 6151 -1  正会員受取会費  -個人 110,000
 6151 -2  正会員受取会費  -団体 90,000
6151 【正会員受取会費 計】 200,000
 6153 -1  賛助会員受取会費  -個人 0
 6153 -11  賛助会員受取会費  -啓発事業指定会

費
90,000

6153 【賛助会員受取会費 計】 90,000
290,000

 6502 -1  受取寄付金  -一般寄付金 0
 6502 -2  受取寄付金  -マラソン練習会交流会

指定寄付金
200,000

 6502 -3  受取寄付金  -マラソン大会参加サ
ポート指定寄付金

60,000

 6502 -5  受取寄付金  -チャリティ募金指定寄
付金

30,000

6502 【受取寄付金 計】 290,000
290,000

 6306 -10  受取民間助成金  -赤い羽根共同募金 30,000
 6306 -14  受取民間助成金  -宝塚善意銀行 60,000
 6306 -15  受取民間助成金  -神戸やまぶき財団

(交流）
500,000

 6306 -16  受取民間助成金  -神戸やまぶき財団
（啓発）

500,000

 6306 -30  受取民間助成金  -ひょうごボランタ
リープラザ助成金（啓発）

500,000

 6306 -31  受取民間助成金  -日本コープ共済組
合（啓発）

500,000

6306 【受取民間助成金 計】 2,090,000
2,090,000

 6201 -1  マラソン練習会・交流会事業収益  -
参加料

90,000

6201
【マラソン練習会・交流会事業収益 
計】

90,000

 6206 -1  マラソン大会開催事業収益  -参加料 200,000
6206 【マラソン大会開催事業収益 計】 200,000

290,000

6551  受取利息  10
10

2,960,010

 6801 -47  マラソン練習会・交流会事業費  -諸
謝金

140,000

 6801 -52  マラソン練習会・交流会事業費  -旅
費交通費

120,000

 6801 -66  マラソン練習会・交流会事業費  -通
信運搬費

10,000
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特定非営利活動法人　ぽっかぽかランナーズ    
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

　　(2)経常費用
　　　事業費

　　　受取助成金等計 
　　　事業収益

　　　事業収益計 
　　　その他収益

　　　その他収益計 
　　経常収益合計 

　　(1)経常収益
　　　受取会費

　　　受取会費計 
　　　受取寄付金

　　　受取寄付金計 
　　　受取助成金等

（正味財産増減計算書）
　1.経常増減の部
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 6801 -72  マラソン練習会・交流会事業費  -消

耗品費
200,000

 6801 -97  マラソン練習会・交流会事業費  -保
険料

1,000

 6801 -100  マラソン練習会・交流会事業費  -支
払地代家賃

0

 6801 -151  マラソン練習会・交流会事業費  -雑
費

0

 6801 -156  マラソン練習会・交流会事業費  -減
価償却費

200,000

6801 【マラソン練習会・交流会事業費 計】 671,000
 6802 -47  講習会事業費  -諸謝金 0
 6802 -52  講習会事業費  -旅費交通費 0
 6802 -66  講習会事業費  -通信運搬費 0
 6802 -72  講習会事業費  -消耗品費 0
 6802 -85  講習会事業費  -印刷製本費 0
 6802 -94  講習会事業費  -機器使用料 0
 6802 -97  講習会事業費  -保険料 0
 6802 -98  講習会事業費  -水道光熱費 0
6802 【講習会事業費 計】 0
 6803 -52  マラソン大会参加サポート事業費  -

旅費交通費
100,000

 6803 -66  マラソン大会参加サポート事業費  -
通信運搬費

20,000

 6803 -72  マラソン大会参加サポート事業費  -
消耗品費

200,000

 6803 -98  マラソン大会参加サポート事業費  -
水道光熱費

0

 6803 -115  マラソン大会参加サポート事業費  -
支払手数料

0

 6803 -156  マラソン大会参加サポート事業費  -
減価償却費

200,000

6803
【マラソン大会参加サポート事業費 
計】

520,000

 6804 -52  チャリティ募金活動費  -旅費交通費 0
 6804 -66  チャリティ募金活動費  -通信運搬費 10,000
 6804 -72  チャリティ募金活動費  -消耗品費 0
 6804 -82  チャリティ募金活動費  -研修費 0
 6804 -98  チャリティ募金活動費  -水道光熱費 0
 6804 -115  チャリティ募金活動費  -支払手数料 0
6804 【チャリティ募金活動費 計】 10,000
 6806 -47  マラソン大会開催事業費  -諸謝金 21,000
 6806 -52  マラソン大会開催事業費  -旅費交通

費
72,000

 6806 -66  マラソン大会開催事業費  -通信運搬
費

32,000

 6806 -72  マラソン大会開催事業費  -消耗品費 427,000
 6806 -85  マラソン大会開催事業費  -印刷製本

費
14,000

 6806 -95  マラソン大会開催事業費  -賃借料 96,000
 6806 -97  マラソン大会開催事業費  -保険料 31,000
 6806 -151  マラソン大会開催事業費  -雑費 35,000
6806 【マラソン大会開催事業費 計】 728,000
 6807 -52  障害者用福祉用具製作事業費  -旅費

交通費
36,000

 6807 -72  障害者用福祉用具製作事業費  -消耗
品費

30,000

 6807 -108  障害者用福祉用具製作事業費  -委託
費

434,000

6807 【障害者用福祉用具製作事業費 計】 500,000
2,429,000

 6901 -52  管理費  -旅費交通費 0
 6901 -63  管理費  -交際費 0
 6901 -66  管理費  -通信運搬費 16,000
 6901 -72  管理費  -消耗品費 0

　　　事業費計 
　　　管理費
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 6901 -85  管理費  -印刷製本費 0
 6901 -98  管理費  -水道光熱費 0
 6901 -110  管理費  -諸会費 77,000
6901 【管理費 計】 93,000

93,000
2,522,000

438,010

0
0

0
0

438,010
438,010

4,530,162
4,968,172

　前期繰越正味財産額 
　次期繰越正味財産額 

　　(2)経常外費用
　　　固定資産除却売却損
　　　固定資産除却売却損計 
　　経常外費用合計 
　税引前当期正味財産増減額 
　当期正味財産増減額 

　当期経常増減額 
　2.経常外増減の部
　　(1)経常外収益
　　　固定資産売却益
　　　固定資産売却益計 
　　経常外収益合計 

　　　管理費計 
　　経常費用合計 
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