
第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会

静岡県御殿場市中畑1691番地の14

 

決　算　報　告　書



平成28年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           11,350 

      普通　預金          261,991 

        現金・預金 計          273,341 

          流動資産合計          273,341 

            資産合計          273,341 

《負債の部》

  【流動負債】

    前　受　金           18,000 

      流動負債合計           18,000 

        負債合計           18,000 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産          130,843 

  当期正味財産増減額          124,498 

    正味財産合計          255,341 

      負債及び正味財産合計          273,341 



平成28年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           11,350 

      普通　預金          261,991 

        ジャパンネット銀行           (8,018)

        静岡銀行御殿場支店基金口座           (8,471)

        静岡銀行御殿場支店         (245,502)

        現金・預金 計          273,341 

          流動資産合計          273,341 

            資産合計          273,341 

《負債の部》

  【流動負債】

    前　受　金           18,000 

      流動負債合計           18,000 

        負債合計           18,000 

 

        正味財産          255,341 



NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会 自 平成27年 4月 1日　至 平成28年 3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           81,000 

    一般会員受取会費           45,000          126,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          480,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          263,699 

    受取補助金          300,000          563,699 

  【その他収益】

    受取　利息              111 

        経常収益  計        1,169,810 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金           50,000 

      旅費交通費(事業)           76,820 

      消耗品　費(事業)           96,393 

      雑　　　費(事業)              900 

      役 務 費(事業)          415,000 

        その他経費計          639,113 

          事業費  計          639,113 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      会　議　費            1,380 

      旅費交通費           87,300 

      通信運搬費           22,486 

      消耗品　費           94,329 

      水道光熱費          120,000 

      リース　料           78,120 

      租税　公課              200 

      支払手数料            1,164 

      雑　　　費            1,220 

        その他経費計          406,199 

          管理費  計          406,199 

            経常費用  計        1,045,312 

              当期経常増減額          124,498 

【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          124,498 



NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会 自 平成27年 4月 1日　至 平成28年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          当期正味財産増減額          124,498 

          前期繰越正味財産額          130,843 

          次期繰越正味財産額          255,341 



自 平成27年 4月 1日　至 平成28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）NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           81,000 

    一般会員受取会費           45,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          480,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          263,699 

    受取補助金          300,000 

  【その他収益】

    受取　利息              111 

        経常収益  計        1,169,810 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金           50,000 

      旅費交通費(事業)           76,820 

      消耗品　費(事業)           96,393 

      雑　　　費(事業)              900 

      役 務 費(事業)          415,000 

        その他経費計          639,113 

          事業費  計          639,113 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      会　議　費            1,380 

      旅費交通費           87,300 

      通信運搬費           22,486 

      消耗品　費           94,329 

      水道光熱費          120,000 

      リース　料           78,120 

      租税　公課              200 

      支払手数料            1,164 

      雑　　　費            1,220 

        その他経費計          406,199 

          管理費  計          406,199 

            経常費用  計        1,045,312 

              当期経常増減額          124,498 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 



自 平成27年 4月 1日　至 平成28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）NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会

    税引前当期正味財産増減額          124,498 

      当期正味財産増減額          124,498 

      前期繰越正味財産額          130,843 

      次期繰越正味財産額          255,341 


