
第 12 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人　アートNPOリンク

青森県青森市勝田2－13－8－４０５号

 

決　算　報　告　書



平成30年 3月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　アートNPOリンク

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口  現金           42,136 

      普通  預金        3,570,800 

        現金・預金 計        3,612,936 

    （その他流動資産）

      未収  収益        1,643,046 

        その他流動資産  計        1,643,046 

          流動資産合計        5,255,982 

            資産合計        5,255,982 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          103,763 

      流動負債合計          103,763 

        負債合計          103,763 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        5,423,022 

  当期正味財産増減額        △270,803 

    正味財産合計        5,152,219 

      負債及び正味財産合計        5,255,982 



平成30年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　アートNPOリンク

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      小口  現金           42,136 

      普通  預金        3,570,800 

        ジャパンネット銀行青森          (50,000)

        ジャパンネット銀行本部         (664,200)

        京都         (610,589)

        みずほ銀行       (2,195,587)

        東京三菱UFJ銀行          (50,424)

        現金・預金 計        3,612,936 

    （その他流動資産）

      未収  収益        1,643,046 

        その他流動資産  計        1,643,046 

          流動資産合計        5,255,982 

            資産合計        5,255,982 

《負債の部》

  【流動負債】

    未  払  金          103,763 

      未払い三澤          (63,763)

       未払い事業部門          (40,000)

      流動負債合計          103,763 

        負債合計          103,763 

 

        正味財産        5,152,219 



特定非営利活動法人　アートNPOリンク 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金           16,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金           10,000 

  【事業収益】

    受託事業収益        2,957,685 

  【その他収益】

    受取  利息               35 

    雑  収  益           24,253           24,288 

        経常収益  計        3,007,973 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      業務委託費          975,800 

      印刷製本費(事業)            7,595 

      会  議  費(事業)            2,400 

      外注費          402,563 

      旅費交通費(事業)          592,131 

      通信運搬費(事業)           40,346 

      消耗品  費(事業)           37,124 

      諸  会  費(事業)           10,000 

      租税  公課(事業)            1,300 

      支払手数料(事業)            5,312 

        その他経費計        2,074,571 

          事業費  計        2,074,571 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      外注費          810,000 

      印刷製本費           12,896 

      旅費交通費          169,700 

      通信運搬費           38,729 

      消耗品  費          116,072 

      賃  借  料           15,228 

      接待交際費            1,350 

      諸  会  費           32,670 

      支払手数料            7,560 

        その他経費計        1,204,205 

          管理費  計        1,204,205 

            経常費用  計        3,278,776 

              当期経常増減額        △270,803 

【経常外収益】



特定非営利活動法人　アートNPOリンク 自 平成29年 4月 1日　至 平成30年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

    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        △270,803 

          当期正味財産増減額        △270,803 

          前期繰越正味財産額        5,423,022 

          次期繰越正味財産額        5,152,219 



自 平成29年 4月 1日　至 平成30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）特定非営利活動法人　アートNPOリンク

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金           16,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金           10,000 

  【事業収益】

    受託事業収益        2,957,685 

  【その他収益】

    受取  利息               35 

    雑  収  益           24,253 

        経常収益  計        3,007,973 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      業務委託費          975,800 

      印刷製本費(事業)            7,595 

      会  議  費(事業)            2,400 

      外注費          402,563 

      旅費交通費(事業)          592,131 

      通信運搬費(事業)           40,346 

      消耗品  費(事業)           37,124 

      諸  会  費(事業)           10,000 

      租税  公課(事業)            1,300 

      支払手数料(事業)            5,312 

        その他経費計        2,074,571 

          事業費  計        2,074,571 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      外注費          810,000 

      印刷製本費           12,896 

      旅費交通費          169,700 

      通信運搬費           38,729 

      消耗品  費          116,072 

      賃  借  料           15,228 

      接待交際費            1,350 

      諸  会  費           32,670 

      支払手数料            7,560 

        その他経費計        1,204,205 

          管理費  計        1,204,205 

            経常費用  計        3,278,776 

              当期経常増減額        △270,803 

【経常外収益】



自 平成29年 4月 1日　至 平成30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）特定非営利活動法人　アートNPOリンク

  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        △270,803 

      当期正味財産増減額        △270,803 

      前期繰越正味財産額        5,423,022 

      次期繰越正味財産額        5,152,219 



【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。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法

　対象となる資産はありません

(2).固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産：なし

　無形固定資産：なし

(3).引当金の計上基準

　貸倒引当金:

　賞与引当金:

　退職給付引当金:

(4).施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

　なし

(5).ボランティアによる役務の提供

なし

(6).消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、原則課税方式によっています。

【事業費の内訳】

　事業費の区分は以下の通りです。
[税込]（単位：円）

科目 全事業所 合計

（人件費）

		人件費計 0	 0	

（その他経費）

		業務委託費 975,800	 975,800	

		印刷製本費(事業) 7,595	 7,595	

		会		議		費(事業) 2,400	 2,400	

		外注費 402,563	 402,563	

		旅費交通費(事業) 592,131	 592,131	

		通信運搬費(事業) 40,346	 40,346	

		消耗品		費(事業) 37,124	 37,124	

		諸		会		費(事業) 10,000	 10,000	

		租税		公課(事業) 1,300	 1,300	

		支払手数料(事業) 5,312	 5,312	

				その他経費計 2,074,571	 2,074,571	

						合計 2,074,571	 2,074,571	

財務諸表の注記
平成30年	3月31日	現在特定非営利活動法人　アートNPOリンク
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