
千葉県市川市相之川2-10-3-501

第  4　期

決　算　報　告　書

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 9月30日

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ



[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）   未  払  金 36,335 
   小口  現金 162,854   預  り  金 3,000 
   普通  預金 4,320,694    流動負債  計 39,335 
   普通　預金２ 1,000 負債の部合計 39,335 
   定期  預金 2,000,681 
    現金・預金 計 6,485,229  【正味財産】
  （売上債権）   正味  財産 6,760,894 
   未  収  金 315,000   (うち当期正味財産増加額) △ 1,794,530 
    売上債権 計 315,000    正味財産　計 6,760,894 
     流動資産合計 6,800,229 正味財産の部合計 6,760,894 

資産の部合計 6,800,229 負債・正味財産の部合計 6,800,229 

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24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】
    （現金・預金）
      小口  現金 162,854 
      普通  預金 4,320,694 
      普通　預金２ 1,000 
      定期  預金 2,000,681 
        現金・預金 計 6,485,229 
    （売上債権）
      未  収  金 315,000 
        売上債権 計 315,000 
          流動資産合計 6,800,229 
            資産の部  合計 6,800,229 

  【流動負債】
    未  払  金 36,335 
    預  り  金 3,000 
      流動負債  計 39,335 
        負債の部  合計 39,335 

        正味財産 6,760,894 

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ
平成24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】
      普及振興事業収入(Jﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ） 1,386,000 
        （Ｊ）参加費収入 (1,386,000)
      その他普及・振興事業収入 184,260 
        （他）参加費収入 (120,000)
        （他）委託費収入 (64,260)
      情報・調査事業収入 170,000 
        （情）委託費収入 (170,000)
      寄附金収入 3,051,160 
      会費収入 54,000 
        正会員会費収入 (36,000)
        個人賛助会員会費収入 (18,000)
      その他事業収入 65,000 
      雑収入 1,504 
        受取利息 (1,504)
          経常収入  計 4,911,924 
    【事業費】
      普及振興事業支出(Jﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ） 4,689,616 
        （Ｊ）旅費交通費 (2,390,871)
        （Ｊ）講師謝礼 (349,176)
        （Ｊ）その他謝礼 (9,000)
        （Ｊ）会場使用料 (8,300)
        （Ｊ）保険料 (66,882)
        （Ｊ）備品消耗品費 (1,196,448)
        （Ｊ）印刷経費 (112,088)
        （Ｊ）通信費 (212,872)
        （Ｊ）支払手数料 (6,929)
        （Ｊ）賃借料 (337,050)
      その他普及・振興事業支出 170,340 
        （他）旅費交通費 (4,000)
        （他）保険料 (71,000)
        （他）備品消耗品費 (94,500)
        （他）支払手数料 (840)
      情報・調査事業支出 1,464,679 
        （情）情報収集・提供 (460,874)
        （情）研修・研究 (989,705)
        （情）支払手数料 (420)
        （情）その他 (13,680)
      大会・イベント支援事業支出 71,086 
        （大）その他謝礼 (30,000)
        （大）その他 (41,086)
      その他事業支出 15,492 
        当期事業費 計 6,411,213 
          合  計 6,411,213 
            事業費  計 6,411,213 
    【管理費】
      通  信  費 13,055 
      旅費交通費 2,600 
      備品消耗品費 15,256 
      印刷  経費 66,150 
      租税  公課 2,800 
      支払手数料 2,180 
      雑      費 193,200 
        管理費  計 295,241 
          経常収支差額 △ 1,794,530 

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ
自 平成23年10月 1日  至 平成24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
特定非営利活動法人　Ｊキャンプ

自 平成23年10月 1日  至 平成24年 9月30日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

        当期収支差額 △ 1,794,530 
        前期繰越収支差額 8,555,424 
        次期繰越収支差額 6,760,894 



[税込]（単位：円）

全事業所

  ［経常収支の部］
    【経常収入】
      普及振興事業収入(Jﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ） 1,386,000 
        （Ｊ）参加費収入 (1,386,000)
      その他普及・振興事業収入 184,260 
        （他）参加費収入 (120,000)
        （他）委託費収入 (64,260)
      情報・調査事業収入 170,000 
        （情）委託費収入 (170,000)
      寄附金収入 3,051,160 
      会費収入 54,000 
        正会員会費収入 (36,000)
        個人賛助会員会費収入 (18,000)
      その他事業収入 65,000 
      雑収入 1,504 
        受取利息 (1,504)
          経常収入  計 4,911,924 
    【事業費】
      普及振興事業支出(Jﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ） 4,689,616 
        （Ｊ）旅費交通費 (2,390,871)
        （Ｊ）講師謝礼 (349,176)
        （Ｊ）その他謝礼 (9,000)
        （Ｊ）会場使用料 (8,300)
        （Ｊ）保険料 (66,882)
        （Ｊ）備品消耗品費 (1,196,448)
        （Ｊ）印刷経費 (112,088)
        （Ｊ）通信費 (212,872)
        （Ｊ）支払手数料 (6,929)
        （Ｊ）賃借料 (337,050)
      その他普及・振興事業支出 170,340 
        （他）旅費交通費 (4,000)
        （他）保険料 (71,000)
        （他）備品消耗品費 (94,500)
        （他）支払手数料 (840)
      情報・調査事業支出 1,464,679 
        （情）情報収集・提供 (460,874)
        （情）研修・研究 (989,705)
        （情）支払手数料 (420)
        （情）その他 (13,680)
      大会・イベント支援事業支出 71,086 
        （大）その他謝礼 (30,000)
        （大）その他 (41,086)
      その他事業支出 15,492 
        当期事業費 計 6,411,213 
          合  計 6,411,213 
            事業費  計 6,411,213 
    【管理費】
      通  信  費 13,055 
      旅費交通費 2,600 
      備品消耗品費 15,256 
      印刷  経費 66,150 
      租税  公課 2,800 
      支払手数料 2,180 
      雑      費 193,200 
        管理費  計 295,241 
          経常収支差額 △ 1,794,530 

特定非営利活動法人　Ｊキャンプ
自 平成23年10月 1日  至 平成24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》



[税込]（単位：円）

全事業所
特定非営利活動法人　Ｊキャンプ

自 平成23年10月 1日  至 平成24年 9月30日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

            当期正味財産増加額 △ 1,794,530 
            前期繰越正味財産額 8,555,424 
            当期正味財産合計 6,760,894 


