
自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ

岩手県盛岡市大通

三丁目７番２１号

決　算　報　告　書



全事業所 令和 3年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           86,535 

      当座  預金          140,615 

      普通  預金        2,423,520 

        現金・預金 計        2,650,670 

          流動資産合計        2,650,670 

            資産合計        2,650,670 

《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          786,052 

  当期正味財産増減額        1,864,618 

    正味財産合計        2,650,670 

      負債及び正味財産合計        2,650,670 

【貸借対照表の注記】



全事業所 令和 3年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           86,535 

      当座  預金          140,615 

        ゆうちょ銀行         (140,615)

      普通  預金        2,423,520 

        楽天銀行       (2,012,556)

        ゆうちょ銀行         (410,964)

        現金・預金 計        2,650,670 

          流動資産合計        2,650,670 

            資産合計        2,650,670 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産        2,650,670 

【財産目録の注記】



認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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          145,000 

    準会員会費            3,000 

    賛助会員受取会費           93,000 

    正会員受取入会金            4,000          245,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          263,785 

      募金          (52,585)

      3,000円以上         (206,000)

      ３Dプリンター           (5,200)

    物品寄付           67,038          330,823 

  【受取助成金等】

    受取助成金           25,800 

      黄色いレシート          (25,800)

    受取補助金        2,186,959        2,212,759 

  【事業収益】

    自主事業収益           81,500 

      TSUDOI参加費（1回）           (1,500)

      TSUDOI・勉強会共通回数券          (47,000)

      動画視聴料             (900)

      ペアトレ参加費           (4,000)

      相談・居場所利用料          (28,100)

    収益事業          172,850 

      まなびのHIROBA作品          (19,750)

      受診メモ           (1,700)

      サポートブック             (500)

      学校連携ガイド         (144,400)

      困ったときのガイドブック           (3,000)

      雑収益           (3,500)         254,350 

  【その他収益】

    受取  利息                6 

        経常収益  計        3,042,938 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)           36,865 

      会  議  費(事業)            1,153 

      旅費交通費(事業)           37,940 

      通信運搬費(事業)           94,676 

      消耗品  費(事業)          266,842 

      水道光熱費(事業)           70,445 

      地代  家賃(事業)          211,200 

      賃  借  料(事業)            5,280 



認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        アイーナロッカー           (5,280)

      保  険  料(事業)           14,560 

      支払手数料(事業)            3,949 

        その他経費計          742,910 

          事業費  計          742,910 

  【管理費】

    （人件費）

      役員  報酬           10,316 

        人件費計           10,316 

    （その他経費）

      旅費交通費            1,020 

      通信運搬費           26,140 

      消耗品  費           87,374 

      水道光熱費           17,599 

      地代  家賃           52,800 

      新聞図書費            1,624 

      保  険  料            3,640 

      諸  会  費           16,000 

      租税  公課              600 

      支払手数料           16,314 

        その他経費計          223,111 

          管理費  計          233,427 

            経常費用  計          976,337 

              当期経常増減額        2,066,601 

【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          201,983 

    経常外費用  計          201,983 

        税引前当期正味財産増減額        1,864,618 

          当期正味財産増減額        1,864,618 

          前期繰越正味財産額          786,052 

          次期繰越正味財産額        2,650,670 

 



全事業所 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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）認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          145,000 

    準会員会費            3,000 

    賛助会員受取会費           93,000 

    正会員受取入会金            4,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          263,785 

      募金          (52,585)

      3,000円以上         (206,000)

      ３Dプリンター           (5,200)

    物品寄付           67,038 

  【受取助成金等】

    受取助成金           25,800 

      黄色いレシート          (25,800)

    受取補助金        2,186,959 

  【事業収益】

    自主事業収益           81,500 

      TSUDOI参加費（1回）           (1,500)

      TSUDOI・勉強会共通回数券          (47,000)

      動画視聴料             (900)

      ペアトレ参加費           (4,000)

      相談・居場所利用料          (28,100)

    収益事業          172,850 

      まなびのHIROBA作品          (19,750)

      受診メモ           (1,700)

      サポートブック             (500)

      学校連携ガイド         (144,400)

      困ったときのガイドブック           (3,000)

      雑収益           (3,500)

  【その他収益】

    受取  利息                6 

        経常収益  計        3,042,938 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)           36,865 

      会  議  費(事業)            1,153 

      旅費交通費(事業)           37,940 

      通信運搬費(事業)           94,676 

      消耗品  費(事業)          266,842 

      水道光熱費(事業)           70,445 

      地代  家賃(事業)          211,200 

      賃  借  料(事業)            5,280 



全事業所 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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）認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ

        アイーナロッカー           (5,280)

      保  険  料(事業)           14,560 

      支払手数料(事業)            3,949 

        その他経費計          742,910 

          事業費  計          742,910 

  【管理費】

    （人件費）

      役員  報酬           10,316 

        人件費計           10,316 

    （その他経費）

      旅費交通費            1,020 

      通信運搬費           26,140 

      消耗品  費           87,374 

      水道光熱費           17,599 

      地代  家賃           52,800 

      新聞図書費            1,624 

      保  険  料            3,640 

      諸  会  費           16,000 

      租税  公課              600 

      支払手数料           16,314 

        その他経費計          223,111 

          管理費  計          233,427 

            経常費用  計          976,337 

              当期経常増減額        2,066,601 

【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          201,983 

    経常外費用  計          201,983 

 

      税引前当期正味財産増減額        1,864,618 

        当期正味財産増減額        1,864,618 

        前期繰越正味財産額          786,052 

        次期繰越正味財産額        2,650,670 

 


