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自 令和3年 4月 1日

至 令和4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



貸　借　対　照　表
認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ [税込]（単位：円）

全事業所 令和4年 3月31日 現在
《資産の部》

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 56,076 
      当座  預金 222,615 
      普通  預金 2,080,511 
        現金・預金 計 2,359,202 
    （有価証券）
      有価  証券 14,434 
        有価証券 計 14,434 
          流動資産合計 2,373,636 

            資産合計 2,373,636 

《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 2,650,670 
  当期正味財産増減額 0 
    正味財産合計 2,373,636 

      負債及び正味財産合計 2,373,636 

【貸借対照表の注記】



財　産　目　録
認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ [税込]（単位：円）

全事業所 令和4年 3月31日 現在
《資産の部》

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 56,076 
      当座  預金 222,615 
        ゆうちょ銀行 (222,615)
      普通  預金 2,080,511 
        楽天銀行 (1,724,767)
        ゆうちょ銀行 (355,744)
        現金・預金 計 2,359,202 
    （有価証券）
      有価  証券 14,434 
        有価証券 計 14,434 
          流動資産合計 2,373,636 
            資産合計 2,373,636 

《負債の部》
  【流動負債】
    流動負債合計 0 
      負債合計 0 

      正味財産 2,373,636 

【財産目録の注記】





注： 2020年度収益事業から非収益事業への繰入額132,693円



特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ [税込]（単位：円）

全事業所 自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 108,000 
    賛助会員受取会費 146,000 
    正会員受取入会金 0 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 82,350 
      募金 (19,350)
      3,000円以上 (63,000)
    物品寄付 15,604 
  【受取助成金等】
    受取助成金 277,900 
      黄色いレシート (26,900)
      いわて子ども希望基金 (251,000)
  【事業収益】
    自主事業収益 27,500 
      TSUDOI参加費（1回） (1,200)

      TSUDOI・勉強会共通回数券 (3,000)

      キャリア教育参加費 (16,500)

      まなびのHIROBA参加費 (2,000)
      居場所利用料 (4,800)
    収益事業 13,064 
      まなびのHIROBA作品 (2,900)
      学校連携ガイド (9,600)
      困ったときのガイドブック (500)
      雑収益 (64)
  【その他収益】
    受取  利息 17 
        経常収益  計 670,435 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 12,890 
        ボランティア謝金 (12,890)
        人件費計 12,890 
    （その他経費）
      諸  謝  金 46,773 
        キャリア教育講師 (46,773)
      印刷製本費(事業) 86,165 
      会  議  費(事業) 1,256 
      旅費交通費(事業) 65,990 
      通信運搬費(事業) 113,506 
      消耗品  費(事業) 109,037 
      水道光熱費(事業) 76,216 
      地代  家賃(事業) 217,800 
      賃  借  料(事業) 10,370 
        アイーナロッカー (5,280)
        キャリア会場費 (5,090)
      保  険  料(事業) 1,820 
      支払手数料(事業) 5,466 
        その他経費計 734,399 
          事業費  計 747,289 
  【管理費】
    （人件費）
      役員  報酬 5,158 
        人件費計 5,158 
    （その他経費）



特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ [税込]（単位：円）

全事業所 自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日
      旅費交通費 400 
      通信運搬費 19,493 
      消耗品  費 38,303 
      修  繕  費 7,000 
      水道光熱費 8,459 
      地代  家賃 24,200 
      新聞図書費 5,500 
      諸  会  費 13,000 
      租税  公課 68,900 
      支払手数料 9,767 
        その他経費計 195,022 
          管理費  計 200,180 
            経常費用  計 947,469 
              当期経常増減額 △ 277,034 
【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 △ 277,034 
      当期正味財産増減額 △ 277,034 
      前期繰越正味財産額 2,650,670 
      次期繰越正味財産額 2,373,636 



計算書類の注記
認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ 令和4年 3月31日 現在

【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】
　事業費の区分は別紙の通りです。
　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 備考
3Dプリンター 23,696 0 0 23,696

合計 23,696 0 0 23,696

【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）
【管理費】（人件費）役員報酬 5,158 5,158

活動計算書計 5,158 5,158



事業費の内訳（別紙）
認定ＮＰＯ法人ａｃｃｏｍｍｏｎ 令和4年 3月31日 現在

(1/3) [税込]（単位：円）

科目 本部事務局
非収益事業

TSUDOI・勉強会＆WS ペアトレ まなびのHIROBA バザー キャリア教育

（人件費）  
  給料  手当(事業) 12,890 
    ボランティア謝金 (12,890)
    人件費計 0 0 0 0 0 12,890 
（その他経費）
  諸  謝  金 46,773 
    キャリア教育講師 (46,773)
  印刷製本費(事業) 86,165 
  会  議  費(事業) 1,256 
  旅費交通費(事業) 28,440 
  通信運搬費(事業) 15,580 
  消耗品  費(事業) 1,046 13,069 69,068 
  水道光熱費(事業)
  地代  家賃(事業)

5,280 5,090 
(5,280)

(5,090)
  保  険  料(事業) 1,820 
  支払手数料(事業) 943 1,636 
    その他経費計 1,046 943 0 18,349 0 255,828 

      合計 1,046 943 0 18,349 0 268,718 

(2/3) [税込]（単位：円）

科目
非収益事業

あそびのHIROBA チャレンジキャンプ 防災学習 広報誌 居場所・相談 非収益事業共通

（人件費）
  給料  手当(事業)
    ボランティア謝金
    人件費計 0 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  印刷製本費(事業)
  会  議  費(事業)
  旅費交通費(事業) 37,550 
  通信運搬費(事業) 396 97,530 
  消耗品  費(事業) 9,184 16,343 
  水道光熱費(事業) 76,216 
  地代  家賃(事業) 217,800 
  賃  借  料(事業)
    アイーナロッカー
    キャリア会場費
  保  険  料(事業)
  支払手数料(事業) 2,887 
    その他経費計 0 0 9,580 0 0 448,326 

      合計 0 0 9,580 0 0 448,326 



(3/3) [税込]（単位：円）

科目
収益事業

事業費合計
作品 支援グッズ 出版物

（人件費）
  給料  手当(事業) 12,890 
    ボランティア謝金 (12,890)
    人件費計 0 0 0 12,890 
（その他経費）
  諸  謝  金 46,773 
    キャリア教育講師 (46,773)
  印刷製本費(事業) 86,165 
  会  議  費(事業) 1,256 
  旅費交通費(事業) 65,990 
  通信運搬費(事業) 113,506 
  消耗品  費(事業) 327 109,037 
  水道光熱費(事業) 76,216 
  地代  家賃(事業) 217,800 
  賃  借  料(事業) 10,370 
    アイーナロッカー (5,280)
    キャリア会場費 (5,090)
  保  険  料(事業) 1,820 
  支払手数料(事業) 5,466 
    その他経費計 327 0 0 734,399 

      合計 327 0 0 747,289 


