
  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 19,397 
      普通  預金 437,779 
        楽天銀行 (88,588)
        ゆうちょ銀行 (349,191)
        現金・預金 計 457,176 
    （売上債権）
      未  収  金 23,000 
        売上債権 計 23,000 
          流動資産合計 480,176 

            資産合計 480,176 

  【流動負債】
    流動負債合計 0 
      負債合計 0 

  前期繰越正味財産 0 
  当期正味財産増減額 480,176 
    正味財産合計 480,176 

      負債及び正味財産合計 480,176 

【貸借対照表の注記】
未収金は、賛助会費のクレジット決済分です。

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2018年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 19,397 
      普通  預金 437,779 
        楽天銀行 (88,588)
        ゆうちょ銀行 (349,191)
        現金・預金 計 457,176 
    （売上債権）
      未  収  金 23,000 
        売上債権 計 23,000 
          流動資産合計 480,176 
            資産合計 480,176 

  【流動負債】
    流動負債合計 0 
      負債合計 0 

      正味財産 480,176 

【財産目録の注記】
未収金は、賛助会費のクレジット決済分です。

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2018年 3月31日 現在全事業所



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 80,500 
    準会員会費 1,500 
    賛助会員受取会費 254,000 
    正会員受取入会金 14,000 350,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 374,846 
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,006,000 
  【事業収益】
    自主事業収益 471,948 
    動画視聴料 7,800 479,748 
  【その他収益】
    受取  利息 2 
        経常収益  計 2,210,596 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 302,185 
        人件費計 302,185 
    （その他経費）
      業務委託費 47,600 
      諸  謝  金 78,461 
      印刷製本費(事業) 197,968 
      会  議  費(事業) 119,195 
      旅費交通費(事業) 171,902 
      通信運搬費(事業) 156,458 
      消耗品  費(事業) 371,251 
      賃  借  料(事業) 139,254 
      保  険  料(事業) 20,884 
      支払手数料(事業) 49,799 
      雑      費(事業) 5,612 
        その他経費計 1,358,384 
          事業費  計 1,660,569 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      研修費 2,000 
      消耗品  費 54,151 
      諸  会  費 11,000 
      租税  公課 2,700 
        その他経費計 69,851 
          管理費  計 69,851 
            経常費用  計 1,730,420 
              当期経常増減額 480,176 
【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 480,176 
          当期正味財産増減額 480,176 
          前期繰越正味財産額 0 

          次期繰越正味財産額 480,176 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2017年 4月 3日  至 2018年 3月31日特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 80,500 
    準会員会費 1,500 
    賛助会員受取会費 254,000 
    正会員受取入会金 14,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 374,846 
      募金 (34,733)
      3,000円以上 (340,113)
  【受取助成金等】
    受取助成金 1,006,000 
      子どもゆめ基金（林間学校登山） (161,000)
      いわて子ども希望基金 (300,000)
      子どもゆめ基金（通常あそび） (342,000)
      子どもゆめ基金（林間学校宿泊） (203,000)
  【事業収益】
    自主事業収益 471,948 
      保護者のTSUDOI参加費 (52,200)
      林間学校登山参加費 (50,000)
      林間学校宿泊参加費 (79,000)
      あそびのHIROBA参加費 (99,500)
      まなびのHIROBA参加費 (41,400)
      家族・支援者勉強会参加費 (149,800)
      ガイドブック (48)
    動画視聴料 7,800 
  【その他収益】
    受取  利息 2 
        経常収益  計 2,210,596 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 302,185 
        スタッフ謝金 (83,667)
        役員謝金 (61,378)
        ボランティア謝金 (157,140)
        人件費計 302,185 
    （その他経費）
      業務委託費 47,600 
      諸  謝  金 78,461 
        あそびのHIROBA講師謝金 (25,000)
        勉強会講師謝金 (53,461)
      印刷製本費(事業) 197,968 
      会  議  費(事業) 119,195 
      旅費交通費(事業) 171,902 
      通信運搬費(事業) 156,458 
      消耗品  費(事業) 371,251 
      賃  借  料(事業) 139,254 
        あそびのHIROBA会場費 (74,810)
        勉強会会場費 (59,260)
        アイーナロッカー (5,184)
      保  険  料(事業) 20,884 
      支払手数料(事業) 49,799 
      雑      費(事業) 5,612 
        その他経費計 1,358,384 
          事業費  計 1,660,569 
  【管理費】

特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ
自 2017年 4月 3日  至 2018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）

全事業所
特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ

自 2017年 4月 3日  至 2018年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      研修費 2,000 
      消耗品  費 54,151 
      諸  会  費 11,000 
      租税  公課 2,700 
        その他経費計 69,851 
          管理費  計 69,851 
            経常費用  計 1,730,420 
              当期経常増減額 480,176 
【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 480,176 
      当期正味財産増減額 480,176 
      前期繰越正味財産額 0 
      次期繰越正味財産額 480,176 

【損益計算書の注記】
2017年度は、その他の事業を行っておりません。



【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　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】
[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
林間学校体験登山・宿泊 0 5,000 5,000 0

合計 0 5,000 5,000 0

【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、役員との取引 内、近親者及び支配法人等との取引

（活動計算書）
経常費用―事業費―人件費 302,185 61,378 0

活動計算書計 302,185 61,378 0

計算書類の注記
特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ 2018年 3月31日 現在

備考



(1/2) [税込]（単位：円）

科目 本部事務局 家族・支援者勉強会 あそびのHIROBA 林間学校登山宿泊 林間学校登山

（人件費）
  給料  手当(事業) 21,689 109,007 98,700 54,600 
    人件費計 0 21,689 109,007 98,700 54,600 
（その他経費）
  業務委託費 47,600 
  諸  謝  金 53,461 25,000 
  印刷製本費(事業) 89,569 59,844 13,716 5,940 
  会  議  費(事業) 31,177 44,500 4,536 
  旅費交通費(事業) 5,550 33,720 68,832 63,600 
  通信運搬費(事業) 37,354 9,559 8,075 4,685 
  消耗品  費(事業) 56,023 95,180 42,536 54,577 
  賃  借  料(事業) 59,260 74,810 
  保  険  料(事業) 4,200 7,196 6,408 3,080 
  支払手数料(事業) 46,025 864 648 1,182 
  雑      費(事業) 1,112 4,500 
    その他経費計 0 431,331 306,173 189,215 137,600 

      合計 0 453,020 415,180 287,915 192,200 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 保護者のTSUDOI まなびのHIROBA 非収益事業共通 合計
（人件費）
  給料  手当(事業) 18,189 302,185 
    人件費計 18,189 0 0 302,185 
（その他経費）
  業務委託費 47,600 
  諸  謝  金 78,461 
  印刷製本費(事業) 28,899 197,968 
  会  議  費(事業) 38,982 119,195 
  旅費交通費(事業) 200 171,902 
  通信運搬費(事業) 140 96,645 156,458 
  消耗品  費(事業) 27,285 95,650 371,251 
  賃  借  料(事業) 5,184 139,254 
  保  険  料(事業) 20,884 
  支払手数料(事業) 216 864 49,799 
  雑      費(事業) 5,612 
    その他経費計 38,982 27,641 227,442 1,358,384 

      合計 57,171 27,641 227,442 1,660,569 

事業費の内訳（別紙）
2018年 3月31日 現在特定非営利活動法人ａｃｃｏｍｍｏｎ


