
神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１５
横浜ＳＴビル２０８

決　算　報　告　書

特定非営利活動法人　アートNPOリンク

第 16期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 56,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 49,000 
  【受取助成金等】
    受取補助金 14,500,000 
  【事業収益】
    受託事業収益 440,000 
    事業収益１ 1,659,550 2,099,550 
  【その他収益】
    受取  利息 58 
        経常収益  計 16,704,608 
【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 1,500,000 
      諸  謝  金 10,637,500 
      印刷製本費(事業) 2,566,150 
      会  議  費(事業) 49,280 
      旅費交通費(事業) 3,960 
      通信運搬費(事業) 923,016 
      消耗品  費(事業) 220 
      地代  家賃(事業) 110,000 
      支払手数料(事業) 8,643 
        その他経費計 15,798,769 
          事業費  計 15,798,769 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      支払手数料 4,152 
        その他経費計 4,152 
          管理費  計 4,152 
            経常費用  計 15,802,921 
              当期経常増減額 901,687 
【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 901,687 
          当期正味財産増減額 901,687 
          前期繰越正味財産額 4,747,816 

          次期繰越正味財産額 5,649,503 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 4月 1日  至 2022年 3月31日特定非営利活動法人　アートNPOリンク



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 419 
      普通  預金 4,608,291 
        現金・預金 計 4,608,710 
    （売上債権）
      未  収  金 1,042,400 
        売上債権 計 1,042,400 
          流動資産合計 5,651,110 

            資産合計 5,651,110 

  【流動負債】
    未  払  金 1,607 
      流動負債合計 1,607 
        負債合計 1,607 

  前期繰越正味財産 4,747,816 
  当期正味財産増減額 901,687 
    正味財産合計 5,649,503 

      負債及び正味財産合計 5,651,110 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人　アートNPOリンク
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

2022年 3月31日 現在全事業所



【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】
　事業費の区分は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 フォーラム事業 ワークショップ事業
情報収集・発信・

調査研究事業
コーディネート事業 合計

（人件費）
    人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  業務委託費 1,500,000 1,500,000 
  諸  謝  金 90,000 666,000 9,881,500 10,637,500 
  印刷製本費(事業) 2,566,150 2,566,150 
  会  議  費(事業) 49,280 49,280 
  旅費交通費(事業) 3,960 3,960 
  通信運搬費(事業) 429,000 494,016 923,016 
  消耗品  費(事業) 220 220 
  地代  家賃(事業) 110,000 110,000 
  支払手数料(事業) 960 320 7,363 8,643 
    その他経費計 629,960 0 666,320 14,502,489 15,798,769 

      合計 629,960 0 666,320 14,502,489 15,798,769 

財務諸表の注記
2022年 3月31日 現在特定非営利活動法人　アートNPOリンク



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 419 
      普通  預金 4,608,291 
        PayPay銀行青森 (174,289)
        PayPay銀行本部 (4,434,002)
        現金・預金 計 4,608,710 
    （売上債権）
      未  収  金 1,042,400 
        売上債権 計 1,042,400 
          流動資産合計 5,651,110 
            資産合計 5,651,110 

  【流動負債】
    未  払  金 1,607 
      流動負債合計 1,607 
        負債合計 1,607 

        正味財産 5,649,503 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人　アートNPOリンク
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

2022年 3月31日 現在全事業所



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 56,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 49,000 
  【受取助成金等】
    受取補助金 14,500,000 
  【事業収益】
    受託事業収益 440,000 
    事業収益１ 1,659,550 
  【その他収益】
    受取  利息 58 
        経常収益  計 16,704,608 
【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 1,500,000 
      諸  謝  金 10,637,500 
      印刷製本費(事業) 2,566,150 
      会  議  費(事業) 49,280 
      旅費交通費(事業) 3,960 
      通信運搬費(事業) 923,016 
      消耗品  費(事業) 220 
      地代  家賃(事業) 110,000 
      支払手数料(事業) 8,643 
        その他経費計 15,798,769 
          事業費  計 15,798,769 
  【管理費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      支払手数料 4,152 
        その他経費計 4,152 
          管理費  計 4,152 
            経常費用  計 15,802,921 
              当期経常増減額 901,687 
【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 901,687 
      当期正味財産増減額 901,687 
      前期繰越正味財産額 4,747,816 
      次期繰越正味財産額 5,649,503 

特定非営利活動法人　アートNPOリンク
自 2021年 4月 1日  至 2022年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書


