
[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   預  り  金 22,141 
   現      金 50,000    流動負債  計 22,141 
   普通  預金 38,380 負債の部合計 22,141 
    現金・預金 計 88,380 
     流動資産合計 88,380  【正味財産】

  予      備 58,985 
  正味  財産 7,254 
  (うち当期正味財産増加額) 7,254 
   正味財産　計 66,239 

正味財産の部合計 66,239 
資産の部合計 88,380 負債・正味財産の部合計 88,380 

正　味　財　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動法人　サイエンスシャワー



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 50,000 
      普通  預金 38,380 
        ゆうちょ銀行・教材費口 (500)
        ゆうちょ銀行・寄付金口 (6,640)
        三菱東京UFJ (31,240)
          現金・預金 計 88,380 
            流動資産合計 88,380 
              資産の部  合計 88,380 

  【流動負債】
    預  り  金 22,141 
      源泉所得税 (22,141)
        流動負債  計 22,141 
          負債の部  合計 22,141 

        正味財産 66,239 

特定非営利活動法人　サイエンスシャワー
平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      事業  収入 5,382,600 
      正会員会費収入 100,000 
      寄付金収入 1,563,535 
      受取利息収入 18 
        経常収入  計 7,046,153 
    【事業費】
      外  注  費（講師料） 2,763,501 
      教　材　費 985,385 
      福利厚生費 17,483 
      通　信　費 205,561 
      荷造運賃 14,999 
      水道光熱費 134,191 
      旅費交通費 112,432 
      会　議　費 358,821 
      車　両　費 337,113 
      接待交際費 10,969 
      消耗品費 46,568 
      地代家賃 1,144,800 
      新聞図書費 1,690 
      保　険　料 122,944 
      支払手数料 79,489 
      広告宣伝費 162,340 
        当期事業費 計 6,498,286 
          合  計 6,498,286 
            事業費  計 6,498,286 
    【管理費】
      通  信  費 22,840 
      水道光熱費 14,910 
      旅費交通費 1,050 
      事務用消耗品費 172 
      地代  家賃 127,200 
      車両燃料費 5,449 
      租税  公課 34,500 
      支払手数料 751 
      管理  諸費 333,741 
        管理費  計 540,613 
          経常収支差額 7,254 
  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 0 
    【その他資金支出】
      その他資金支出  計 0 
        当期収支差額 7,254 
        前期繰越収支差額 0 
        次期繰越収支差額 7,254 

特定非営利活動法人　サイエンスシャワー
自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

《経常収支の部》



[税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      事業  収入 5,382,600 
      正会員会費収入 100,000 
      寄付金収入 1,563,535 
      受取利息収入 18 
        経常収入  計 7,046,153 
    【事業費】
      外  注  費（講師料） 2,763,501 
      教　材　費 985,385 
      福利厚生費 17,483 
      通　信　費 205,561 
      荷造運賃 14,999 
      水道光熱費 134,191 
      旅費交通費 112,432 
      会　議　費 358,821 
      車　両　費 337,113 
      接待交際費 10,969 
      消耗品費 46,568 
      地代家賃 1,144,800 
      新聞図書費 1,690 
      保　険　料 122,944 
      支払手数料 79,489 
      広告宣伝費 162,340 
        当期事業費 計 6,498,286 
          合  計 6,498,286 
            事業費  計 6,498,286 
    【管理費】
      通  信  費 22,840 
      水道光熱費 14,910 
      旅費交通費 1,050 
      事務用消耗品費 172 
      地代  家賃 127,200 
      車両燃料費 5,449 
      租税  公課 34,500 
      支払手数料 751 
      管理  諸費 333,741 
        管理費  計 540,613 
          経常収支差額 7,254 

            当期正味財産増加額 7,254 
            前期繰越正味財産額 0 
            当期正味財産合計 7,254 

特定非営利活動法人　サイエンスシャワー
自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日

その他の事業会計損益計算書

《経常収支の部》


