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自 平成28年 5月18日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会

決　算　報　告　書



全事業所 平成29年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通  預金          384,145 

        現金・預金 計          384,145 

    （棚卸資産）

      棚卸  資産           29,039 

        棚卸資産  計           29,039 

    （その他流動資産）

      前  払  金           14,200 

      前払  費用            5,000 

        その他流動資産  計           19,200 

          流動資産合計          432,384 

            資産合計          432,384 

《負債の部》

  【流動負債】

    未払法人税等           41,600 

      流動負債合計           41,600 

        負債合計           41,600 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産                0 

  当期正味財産増減額          390,784 

    正味財産合計          390,784 

      負債及び正味財産合計          432,384 



全事業所 平成29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若年層のアニメ制作者を応援する会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通  預金          384,145 

        現金・預金 計          384,145 

    （棚卸資産）

      棚卸  資産           29,039 

        棚卸資産  計           29,039 

    （その他流動資産）

      前  払  金           14,200 

      前払  費用            5,000 

        その他流動資産  計           19,200 

          流動資産合計          432,384 

            資産合計          432,384 

《負債の部》

  【流動負債】

    未払法人税等           41,600 

      流動負債合計           41,600 

        負債合計           41,600 

 

        正味財産          390,784 



特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会 自 平成28年 5月18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】

    活動会員受取会費           75,000 

    正会員受取会費          135,000 

    受取入会金           64,000          274,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          876,933 

  【事業収益】

    自主事業収益           88,046 

  【その他収益】

    雑  収  益           30,564 

        経常収益  計        1,269,543 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      売上　原価           52,921 

      会  議  費(事業)            4,577 

      旅費交通費(事業)           18,660 

      通信運搬費(事業)           19,937 

      消耗品  費(事業)            8,448 

      ｲﾍﾞﾝﾄ運営費(事業)          298,988 

      支払手数料(事業)            9,600 

      接待交際費(事業)           41,880 

        その他経費計          455,011 

          事業費  計          455,011 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      会  議  費           12,120 

      通信運搬費           14,879 

      消耗品  費          186,294 

      地代  家賃           70,000 

      広告宣伝費           40,950 

      租税  公課            4,150 

      支払手数料           41,573 

      業務委託費           12,182 

        その他経費計          382,148 

          管理費  計          382,148 

            経常費用  計          837,159 

              当期経常増減額          432,384 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】



特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会 自 平成28年 5月18日　至 平成29年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額          432,384 

        法人税、住民税及び事業税           41,600 

          当期正味財産増減額          390,784 

          前期繰越正味財産額                0 

          次期繰越正味財産額          390,784 



全事業所 自 平成28年 5月18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）特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会

【経常収益】

  【受取会費】

    活動会員受取会費           75,000 

    正会員受取会費          135,000 

    受取入会金           64,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          876,933 

  【事業収益】

    自主事業収益           88,046 

  【その他収益】

    雑  収  益           30,564 

        経常収益  計        1,269,543 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      【売上原価】

        外注加工費(原価)           81,960 

          当期仕入高 計           81,960 

        期末棚卸高         △29,039 

          期末商品・製品棚卸高 計         △29,039 

            売上原価  計           52,921 

      会  議  費(事業)            4,577 

      旅費交通費(事業)           18,660 

      通信運搬費(事業)           19,937 

      消耗品  費(事業)            8,448 

      ｲﾍﾞﾝﾄ運営費(事業)          298,988 

      支払手数料(事業)            9,600 

      接待交際費(事業)           41,880 

        その他経費計          455,011 

          事業費  計          455,011 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      会  議  費           12,120 

      通信運搬費           14,879 

      消耗品  費          186,294 

      地代  家賃           70,000 

      広告宣伝費           40,950 

      租税  公課            4,150 

      支払手数料           41,573 

      業務委託費           12,182 

        その他経費計          382,148 

          管理費  計          382,148 



全事業所 自 平成28年 5月18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）特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会

            経常費用  計          837,159 

              当期経常増減額          432,384 

【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          432,384 

    法人税、住民税及び事業税           41,600 

      当期正味財産増減額          390,784 

      前期繰越正味財産額                0 

      次期繰越正味財産額          390,784 



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
　最終仕入原価法による原価法
(2).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定額法
　無形固定資産：定額法
(3).引当金の計上基準
　貸倒引当金:債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定
繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
　賞与引当金:従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
　退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上し
ています。
(4).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。
　部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【役員及びその近親者との取引の内容】
　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 財務諸表に計上された金額 内役員及び近親者との取引

（活動計算書）
受取寄付金 876,933 76,500

活動計算書計 876,933 76,500

財務諸表の注記
特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会 平成29年 3月31日 現在



(1/2) [税込]（単位：円）

科目 全社共通 事務局 ｱﾆﾒ制作者の交流 ｱﾆﾒ制作・仕事における情報発信 ｱﾆﾒ制作応援
（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  外注加工費(原価) 81,960 
  期末棚卸高 △ 29,039 
  会  議  費(事業) 2,769 
  旅費交通費(事業) 5,580 
  通信運搬費(事業) 19,937 
  消耗品  費(事業) 1,406 5,972 
  ｲﾍﾞﾝﾄ運営費(事業) 298,988 
  支払手数料(事業) 9,600 
  接待交際費(事業) 6,000 35,880 
    その他経費計 0 0 10,175 428,878 0 
      合計 0 0 10,175 428,878 0 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 ｱﾆﾒ制作技術研修 ｱﾆﾒ産業・制作技術に関する研究 ｱﾆﾒ制作者の生活応援 合計
（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 
（その他経費）
  外注加工費(原価) 81,960 
  期末棚卸高 △ 29,039 
  会  議  費(事業) 1,808 4,577 
  旅費交通費(事業) 13,080 18,660 
  通信運搬費(事業) 19,937 
  消耗品  費(事業) 1,070 8,448 
  ｲﾍﾞﾝﾄ運営費(事業) 298,988 
  支払手数料(事業) 9,600 
  接待交際費(事業) 41,880 
    その他経費計 0 15,958 0 455,011 
      合計 0 15,958 0 455,011 

事業費の内訳（別紙）
特定非営利活動法人若年層のアニメ制作者を応援する会 平成29年 3月31日 現在


