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特定非営利活動法人　山陰ＭＯＲＥ

島根県松江市北堀町86-6

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2016年 3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　山陰ＭＯＲＥ

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   流動負債  計                0 

   小口　現金            4,916 負債合計                0 

   普通　預金          512,062 正　味　財　産　の　部

    島根銀行             (136)  【正味財産】

    山陰合銀3699681         (506,724)   前期繰越正味財産額          240,614 

    山陰合銀3696713             (406)   当期正味財産増減額          276,364 

    しまね信用金庫           (4,796)    正味財産　計          516,978 

    現金・預金 計          516,978 正味財産合計          516,978 

     流動資産合計          516,978  

資産合計          516,978 負債及び正味財産合計          516,978 



全事業所 2016年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　山陰ＭＯＲＥ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口　現金            4,916 

      普通　預金          512,062 

        島根銀行             (136)

        山陰合銀3699681         (506,724)

        山陰合銀3696713             (406)

        しまね信用金庫           (4,796)

        現金・預金 計          516,978 

          流動資産合計          516,978 

            資産の部  合計          516,978 

《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          516,978 



特定非営利活動法人　山陰ＭＯＲＥ 自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    特別会員受取会費           12,000 

    一般会員受取会費            1,000           13,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          203,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          800,000 

      自然保護ボランティアファンド助         (200,000)

      モバイルコミュニケーションファ         (500,000)

      中国ろうきん寄付システム         (100,000)

    受取補助金          250,000 

      ベンチャーキッズスクール事業補         (250,000)       1,050,000 

  【事業収益】

    物品販売収益          163,136 

  【その他収益】

    受取　利息               34 

    雑　収　益            7,800            7,834 

        経常収益  計        1,436,970 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金          118,000 

      印刷製本費(事業)           90,000 

      会　議　費(事業)            8,965 

      旅費交通費(事業)           78,000 

      車両燃料費（事業）            4,320 

      通信運搬費(事業)            9,081 

      消耗品　費(事業)          424,756 

      給食材料費           32,371 

      修　繕　費(事業)            6,467 

      賃  借  料(事業)          144,051 

      保　険　料(事業)           13,401 

      諸　会　費(事業)            2,000 

      研　修　費            5,000 

      資料図書費           25,102 

      支払手数料(事業)            1,288 

        その他経費計          962,802 

          事業費  計          962,802 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      会　議　費           33,686 



特定非営利活動法人　山陰ＭＯＲＥ 自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      車両燃料費            9,818 

      通信運搬費            6,292 

      消耗品　費           18,665 

      修　繕　費          111,479 

      水道光熱費           13,470 

      賃　借　料            1,500 

      新聞図書費            1,646 

      支払手数料            1,248 

        その他経費計          197,804 

          管理費  計          197,804 

            経常費用  計        1,160,606 

              当期経常増減額          276,364 

【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          276,364 

          当期正味財産増減額          276,364 

          前期繰越正味財産額          240,614 

          次期繰越正味財産額          516,978 



全事業所 自 2015年 4月 1日　至 2016年 3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　山陰ＭＯＲＥ

【経常収益】

  【受取会費】

    特別会員受取会費           12,000 

    一般会員受取会費            1,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          203,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          800,000 

      自然保護ボランティアファンド助         (200,000)

      モバイルコミュニケーションファ         (500,000)

      中国ろうきん寄付システム         (100,000)

    受取補助金          250,000 

      ベンチャーキッズスクール事業補         (250,000)

  【事業収益】

    物品販売収益          163,136 

  【その他収益】

    受取　利息               34 

    雑　収　益            7,800 

        経常収益  計        1,436,970 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金          118,000 

      印刷製本費(事業)           90,000 

      会　議　費(事業)            8,965 

      旅費交通費(事業)           78,000 

      車両燃料費（事業）            4,320 

      通信運搬費(事業)            9,081 

      消耗品　費(事業)          424,756 

      給食材料費           32,371 

      修　繕　費(事業)            6,467 

      賃  借  料(事業)          144,051 

      保　険　料(事業)           13,401 

      諸　会　費(事業)            2,000 

      研　修　費            5,000 

      資料図書費           25,102 

      支払手数料(事業)            1,288 

        その他経費計          962,802 

          事業費  計          962,802 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      会　議　費           33,686 



全事業所 自 2015年 4月 1日　至 2016年 3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　山陰ＭＯＲＥ

      車両燃料費            9,818 

      通信運搬費            6,292 

      消耗品　費           18,665 

      修　繕　費          111,479 

      水道光熱費           13,470 

      賃　借　料            1,500 

      新聞図書費            1,646 

      支払手数料            1,248 

        その他経費計          197,804 

          管理費  計          197,804 

            経常費用  計        1,160,606 

              当期経常増減額          276,364 

【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          276,364 

      当期正味財産増減額          276,364 

      前期繰越正味財産額          240,614 

      次期繰越正味財産額          516,978 


