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自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人海運堂

神戸市東灘区住吉本町２丁目１１番５号

 

決　算　報　告　書



特定非営利活動法人海運堂 自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          254,300 

  【受取助成金等】

    受取補助金          100,000 

  【事業収益】

    イベント主催          205,750 

    交流スペース          284,900          490,650 

        経常収益  計          844,950 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      ボランティア諸経費           19,500 

      諸  謝  金          119,000 

      通信運搬費(事業)              100 

      消耗品  費(事業)          149,337 

      水道光熱費(事業)            4,000 

      地代  家賃(事業)          240,000 

      租税  公課(事業)            1,200 

      支払手数料(事業)            3,000 

      雑      費(事業)           43,393 

        その他経費計          579,530 

          事業費  計          579,530 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費              680 

      消耗品  費           38,880 

      租税  公課            3,000 

      支払手数料           69,106 

      雑      費            5,850 

        その他経費計          117,516 

          管理費  計          117,516 

            経常費用  計          697,046 

              当期経常増減額          147,904 

【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          147,904 

          当期正味財産増減額          147,904 

          前期繰越正味財産額                0 

          次期繰越正味財産額          147,904 



令和 2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海運堂

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           75,578 

      普通  預金           72,326 

        現金・預金 計          147,904 

          流動資産合計          147,904 

            資産合計          147,904 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産                0 

  当期正味財産増減額          147,904 

    正味財産合計          147,904 

      負債及び正味財産合計          147,904 



令和 2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海運堂

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           75,578 

      普通  預金           72,326 

        現金・預金 計          147,904 

          流動資産合計          147,904 

            資産合計          147,904 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産          147,904 



自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人海運堂

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          254,300 

  【受取助成金等】

    受取補助金          100,000 

  【事業収益】

    イベント主催          205,750 

    交流スペース          284,900 

        経常収益  計          844,950 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      ボランティア諸経費           19,500 

      諸  謝  金          119,000 

      通信運搬費(事業)              100 

      消耗品  費(事業)          149,337 

      水道光熱費(事業)            4,000 

      地代  家賃(事業)          240,000 

      租税  公課(事業)            1,200 

      支払手数料(事業)            3,000 

      雑      費(事業)           43,393 

        その他経費計          579,530 

          事業費  計          579,530 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費              680 

      消耗品  費           38,880 

      租税  公課            3,000 

      支払手数料           69,106 

      雑      費            5,850 

        その他経費計          117,516 

          管理費  計          117,516 

            経常費用  計          697,046 

              当期経常増減額          147,904 

【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          147,904 

      当期正味財産増減額          147,904 

      前期繰越正味財産額                0 



自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人海運堂

      次期繰越正味財産額          147,904 


