
第 4 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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           30,290 

      普通　預金          310,389 

        現金・預金 計          340,679 

          流動資産合計          340,679 

            資産合計          340,679 

《負債の部》

  【流動負債】

    前　受　金           16,000 

      流動負債合計           16,000 

        負債合計           16,000 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産          255,341 

  当期正味財産増減額           69,338 

    正味財産合計          324,679 

      負債及び正味財産合計          340,679 



平成29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           30,290 

      普通　預金          310,389 

        ジャパンネット銀行           (2,473)

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

        静岡銀行御殿場支店         (299,445)

        現金・預金 計          340,679 

          流動資産合計          340,679 

            資産合計          340,679 

《負債の部》

  【流動負債】

    前　受　金           16,000 

      流動負債合計           16,000 

        負債合計           16,000 

 

        正味財産          324,679 



NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会 自 平成28年 4月 1日　至 平成29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           43,000          124,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          457,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          509,369 

    受取補助金          300,000          809,369 

  【その他収益】

    受取　利息                6 

    雑　収　益           14,124           14,130 

        経常収益  計        1,404,499 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金           60,000 

      印刷製本費(事業)          200,000 

      旅費交通費(事業)          138,760 

      消耗品　費(事業)          239,616 

      水道光熱費(事業)          180,000 

      賃  借  料(事業)              600 

      役 務 費(事業)          321,477 

        その他経費計        1,140,453 

          事業費  計        1,140,453 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      会　議　費            2,976 

      旅費交通費            1,920 

      通信運搬費           10,314 

      消耗品　費          173,802 

      支払手数料            5,696 

        その他経費計          194,708 

          管理費  計          194,708 

            経常費用  計        1,335,161 

              当期経常増減額           69,338 

【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           69,338 

          当期正味財産増減額           69,338 



NPO法人富士山の森を守るホシガラスの会 自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          前期繰越正味財産額          255,341 

          次期繰越正味財産額          324,679 



自 平成28年 4月 1日　至 平成29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           43,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          457,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金          509,369 

    受取補助金          300,000 

  【その他収益】

    受取　利息                6 

    雑　収　益           14,124 

        経常収益  計        1,404,499 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      諸　謝　金           60,000 

      印刷製本費(事業)          200,000 

      旅費交通費(事業)          138,760 

      消耗品　費(事業)          239,616 

      水道光熱費(事業)          180,000 

      賃  借  料(事業)              600 

      役 務 費(事業)          321,477 

        その他経費計        1,140,453 

          事業費  計        1,140,453 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      会　議　費            2,976 

      旅費交通費            1,920 

      通信運搬費           10,314 

      消耗品　費          173,802 

      支払手数料            5,696 

        その他経費計          194,708 

          管理費  計          194,708 

            経常費用  計        1,335,161 

              当期経常増減額           69,338 

【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           69,338 



自 平成28年 4月 1日　至 平成29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

      当期正味財産増減額           69,338 

      前期繰越正味財産額          255,341 

      次期繰越正味財産額          324,679 


