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自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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            5,197 

        現金・預金 計            5,197 

    （その他流動資産）

      前払  費用            5,000 

        その他流動資産  計            5,000 

          流動資産合計           10,197 

            資産合計           10,197 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          349,929 

    未払法人税等           50,000 

      流動負債合計          399,929 

        負債合計          399,929 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        △142,371 

  当期正味財産増減額        △247,361 

    正味財産合計        △389,732 

      負債及び正味財産合計           10,197 



全事業所 平成31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            5,197 

        現金・預金 計            5,197 

    （その他流動資産）

      前払  費用            5,000 

        その他流動資産  計            5,000 

          流動資産合計           10,197 

            資産合計           10,197 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          349,929 

    未払法人税等           50,000 

      流動負債合計          399,929 

        負債合計          399,929 

 

        正味財産        △389,732 



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30年 4月 1日　至 平成31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          120,000 

    正会員受取会費          100,000 

    受取入会金           30,000          250,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           99,146 

  【事業収益】

    自主事業収益          130,594 

  【その他収益】

    受取  利息                1 

        経常収益  計          479,741 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      売上　原価           64,255 

      会  議  費(事業)            1,400 

      旅費交通費(事業)            5,180 

      通信運搬費(事業)            6,095 

      消耗品  費(事業)           11,717 

      ｲﾍﾞﾝﾄ運営費(事業)          265,500 

      支払手数料(事業)            4,227 

        その他経費計          358,374 

          事業費  計          358,374 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      会  議  費            8,516 

      通信運搬費            4,523 

      消耗品  費           14,439 

      地代  家賃           60,000 

      広告宣伝費           77,450 

      支払手数料            6,480 

      業務委託費           97,320 

        その他経費計          268,728 

          管理費  計          268,728 

            経常費用  計          627,102 

              当期経常増減額        △147,361 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  過年度損益修正損           50,000 

    経常外費用  計           50,000 



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30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        税引前当期正味財産増減額        △197,361 

        法人税、住民税及び事業税           50,000 

          当期正味財産増減額        △247,361 

          前期繰越正味財産額        △142,371 

          次期繰越正味財産額        △389,732 



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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          120,000 

    正会員受取会費          100,000 

    受取入会金           30,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           99,146 

  【事業収益】

    自主事業収益          130,594 

  【その他収益】

    受取  利息                1 

        経常収益  計          479,741 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      【売上原価】

        期首棚卸高           14,255 

          期首商品・製品棚卸高 計           14,255 

        外注加工費(原価)           50,000 

          当期仕入高 計           50,000 

            売上原価  計           64,255 

      会  議  費(事業)            1,400 

      旅費交通費(事業)            5,180 

      通信運搬費(事業)            6,095 

      消耗品  費(事業)           11,717 

      ｲﾍﾞﾝﾄ運営費(事業)          265,500 

      支払手数料(事業)            4,227 

        その他経費計          358,374 

          事業費  計          358,374 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      会  議  費            8,516 

      通信運搬費            4,523 

      消耗品  費           14,439 

      地代  家賃           60,000 

      広告宣伝費           77,450 

      支払手数料            6,480 

      業務委託費           97,320 

        その他経費計          268,728 

          管理費  計          268,728 

            経常費用  計          627,102 

              当期経常増減額        △147,361 



全事業所 自 平成30年 4月 1日　至 平成31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

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  過年度損益修正損           50,000 

    経常外費用  計           50,000 

 

      税引前当期正味財産増減額        △197,361 

      法人税、住民税及び事業税           50,000 

        当期正味財産増減額        △247,361 

        前期繰越正味財産額        △142,371 

        次期繰越正味財産額        △389,732 


