
第  4期

決　算　報　告　書

自 平成24年 4月 1日

至 平成24年 9月30日

特定非営利活動法人　日本ﾊﾞ-ﾄﾞﾚｽｷｭｰ協会



[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）   前受会費 24,000 
   現      金 89,982    流動負債  計 24,000 
   現金　金券 5,000 負債の部合計 24,000 
   当座預金郵貯 60,000 
   普通預金郵貯 1,242,892  【基本金】
   普通預金ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ 108,006   基　本　金 180,000 
    現金・預金 計 1,505,880    【基本金】 合計 180,000 
     流動資産合計 1,505,880  【正味財産】

  正味  財産 1,301,880 
  (うち当期正味財産増加額) 1,032,164 
   正味財産　計 1,301,880 

正味財産の部合計 1,481,880 
資産の部合計 1,505,880 負債・正味財産の部合計 1,505,880 

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 平成24年 9月30日 現在
特定非営利活動法人　日本ﾊﾞ-ﾄﾞﾚｽｷｭｰ協会



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 89,982 
      現金　金券 5,000 
      当座預金郵貯 60,000 
      普通預金郵貯 1,242,892 
      普通預金ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ 108,006 
        現金・預金 計 1,505,880 
          流動資産合計 1,505,880 
            資産の部  合計 1,505,880 

  【流動負債】
    前受会費 24,000 
      流動負債  計 24,000 
        負債の部  合計 24,000 

        正味財産 1,481,880 

特定非営利活動法人　日本ﾊﾞ-ﾄﾞﾚｽｷｭｰ協会
平成24年 9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

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      普及啓発講演収益 19,000 
      助成金 932,380 
      運営会員会費 113,000 
      普通会員会費 124,000 
      協力会員会費 11,000 
      賛助会員会費 20,000 
      寄付金 99,300 
      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入評価益 144,570 
      受取利息 70 
        経常収入  計 1,463,320 
    【事業費】
      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ評価費用 144,570 
      飼養　餌代 89,596 
      飼養消耗品費 27,839 
      飼養修繕費 29,762 
      飼養地代家賃 20,000 
      調査研究費用 20,292 
      普及啓発ＨＰ 42,317 
      普及啓発講演 37,680 
        当期事業費 計 412,056 
          合  計 412,056 
            事業費  計 412,056 
    【管理費】
      通  信  費 1,000 
      旅費交通費 5,000 
      会  議  費 △ 4,100 
      地代  家賃 10,000 
      支払手数料 420 
      雑      費 6,780 
        管理費  計 19,100 
          経常収支差額 1,032,164 
  ［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 1,032,164 
        前期繰越収支差額 269,716 
        次期繰越収支差額 1,301,880 

特定非営利活動法人　日本ﾊﾞ-ﾄﾞﾚｽｷｭｰ協会
自 平成24年 4月 1日  至 平成24年 9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］
    【経常収入】
      普及啓発講演収益 19,000 
      助成金 932,380 
      運営会員会費 113,000 
      普通会員会費 124,000 
      協力会員会費 11,000 
      賛助会員会費 20,000 
      寄付金 99,300 
      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入評価益 144,570 
      受取利息 70 
        経常収入  計 1,463,320 
    【事業費】
      ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ評価費用 144,570 
      飼養　餌代 89,596 
      飼養消耗品費 27,839 
      飼養修繕費 29,762 
      飼養地代家賃 20,000 
      調査研究費用 20,292 
      普及啓発ＨＰ 42,317 
      普及啓発講演 37,680 
        当期事業費 計 412,056 
          合  計 412,056 
            事業費  計 412,056 
    【管理費】
      通  信  費 1,000 
      旅費交通費 5,000 
      会  議  費 △ 4,100 
      地代  家賃 10,000 
      支払手数料 420 
      雑      費 6,780 
        管理費  計 19,100 
          経常収支差額 1,032,164 

            当期正味財産増加額 1,032,164 
            前期繰越正味財産額 269,716 
            当期正味財産合計 1,301,880 

特定非営利活動法人　日本ﾊﾞ-ﾄﾞﾚｽｷｭｰ協会
自 平成24年 4月 1日  至 平成24年 9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》



[税込]（単位：円）

全事業所
【材料費】
  合      計 0 
    材料費  計 0 
【労務費】
  労務費  計 0 
【製造経費】
  製造経費  計 0 
    当期総製造費用 0 
【仕掛品】
  合  計 0 
    当期製品製造原価 0 

特定非営利活動法人　日本ﾊﾞ-ﾄﾞﾚｽｷｭｰ協会
自 平成24年 4月 1日  至 平成24年 9月30日

製　造　原　価　報　告　書


