
千葉県市川市相之川2-10-3-501

決　算　報　告　書

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ

第  9　期

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
   小口  現金 91,117   流動負債  計 0 
   普通  預金 4,470,286 負債の部合計 0 
   普通　預金２ 1,813,710 
   定期  預金 2,002,478  【正味財産】
    現金・預金 計 8,377,591   正味  財産 8,377,591 
     流動資産合計 8,377,591   (うち当期正味財産増加額) △ 923,796 

   正味財産　計 8,377,591 
正味財産の部合計 8,377,591 

資産の部合計 8,377,591 負債・正味財産の部合計 8,377,591 

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
全事業所 平成29年 9月30日 現在
特定非営利活動法人　Ｊキャンプ



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
      小口  現金 91,117 
      普通  預金 4,470,286 
      普通　預金２ 1,813,710 
      定期  預金 2,002,478 
        現金・預金 計 8,377,591 
          流動資産合計 8,377,591 
            資産の部  合計 8,377,591 

  【流動負債】
    流動負債  計 0 
      負債の部  合計 0 

      正味財産 8,377,591 

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ
平成29年 9月30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）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      その他普及・振興事業収入 215,000 
        （他）参加費収入 (205,000)
        （他）その他収入 (10,000)
      情報・調査事業収入 972,980 
        （情）参加費収入 (972,980)
      寄附金収入 2,100,000 
      会費収入 109,000 
        正会員会費収入 (21,000)
        個人賛助会員会費収入 (88,000)
      その他事業収入 29,000 
      雑収入 230 
        受取利息 (230)
        経常収入  計 3,426,210 
    【事業費】
      その他普及・振興事業支出 19,823 
        （他）旅費交通費 (17,730)
        （他）備品消耗品費 (2,093)
      情報・調査事業支出 4,177,042 
        （情）情報収集・提供 (37,966)
        （情）研修・研究 (4,038,212)
        （情）研修等助成 (100,000)
        （情）支払手数料 (864)
        当期事業費 計 4,196,865 
          合  計 4,196,865 
            事業費  計 4,196,865 
    【管理費】
      通  信  費 1,970 
      旅費交通費 48,110 
      事務用消耗品費 36,634 
      備品消耗品費 1,317 
      印刷  経費 26,062 
      支払手数料 648 
      雑      費 38,400 
        管理費  計 153,141 
          経常収支差額 △ 923,796 
  ［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 △ 923,796 
        前期繰越収支差額 9,301,387 
        次期繰越収支差額 8,377,591 

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ
自 平成28年10月 1日  至 平成29年 9月30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）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      その他普及・振興事業収入 215,000 
        （他）参加費収入 (205,000)
        （他）その他収入 (10,000)
      情報・調査事業収入 972,980 
        （情）参加費収入 (972,980)
      寄附金収入 2,100,000 
      会費収入 109,000 
        正会員会費収入 (21,000)
        個人賛助会員会費収入 (88,000)
      その他事業収入 29,000 
      雑収入 230 
        受取利息 (230)
        経常収入  計 3,426,210 
    【事業費】
      その他普及・振興事業支出 19,823 
        （他）旅費交通費 (17,730)
        （他）備品消耗品費 (2,093)
      情報・調査事業支出 4,177,042 
        （情）情報収集・提供 (37,966)
        （情）研修・研究 (4,038,212)
        （情）研修等助成 (100,000)
        （情）支払手数料 (864)
        当期事業費 計 4,196,865 
          合  計 4,196,865 
            事業費  計 4,196,865 
    【管理費】
      通  信  費 1,970 
      旅費交通費 48,110 
      事務用消耗品費 36,634 
      備品消耗品費 1,317 
      印刷  経費 26,062 
      支払手数料 648 
      雑      費 38,400 
        管理費  計 153,141 
          経常収支差額 △ 923,796 

            当期正味財産増加額 △ 923,796 
            前期繰越正味財産額 9,301,387 
            当期正味財産合計 8,377,591 

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ
自 平成28年10月 1日  至 平成29年 9月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

《経常収支の部》



１．

　　

財務諸表の注記

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　２０１１年１１月２０日一部改
正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。


