
NPO法人環境ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ研究所

自 2012年 4月 1日    至 2013年 3月31日

(単位:円)

金額 備考

Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益

１．受取会費１．受取会費１．受取会費１．受取会費

　　会費入会金収入 120,000

２．受取寄付金２．受取寄付金２．受取寄付金２．受取寄付金

　　寄付金収入 23,808,249

３．受取助成金等３．受取助成金等３．受取助成金等３．受取助成金等

　　補助金等収入 7,146,947

４．事業収益４．事業収益４．事業収益４．事業収益

　　ＰｒｅｓｅｎｔＴｒｅｅ事業収入 7,167,665

物品販売収入 492,048

その他収入 2,376,050

５．その他収益５．その他収益５．その他収益５．その他収益

　　受取利息 8,440

　　雑収入 606,183

経常収益計経常収益計経常収益計経常収益計 41,725,58241,725,58241,725,58241,725,582

Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用

　　１．事業費　　１．事業費　　１．事業費　　１．事業費

 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費

雑給 414,000

人件費計人件費計人件費計人件費計 414,000414,000414,000414,000

 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費

仕入 794,894

荷造運賃発送費 544,599

広告宣伝費 72,995

リース料 417,060

交際費 28,115

会議費 21,334

旅費交通費 745,608

通信費 4,670

消耗品費 992,210

車両費 94,378

外注費 20,650,044

寄付金 1,112,560

支払手数料 276,102

賃借料 245,810

租税公課 8,300

保険料 141,475

雑損失 10,819

その他経費計その他経費計その他経費計その他経費計 26,160,97326,160,97326,160,97326,160,973

　　事業費計　　事業費計　　事業費計　　事業費計 26,574,97326,574,97326,574,97326,574,973

　　2．管理費　　2．管理費　　2．管理費　　2．管理費

 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費

給料手当 5,173,255

雑給 1,357,631

法定福利費 732,623

福利厚生費 7,526

人件費計人件費計人件費計人件費計 7,271,0357,271,0357,271,0357,271,035

 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費

外注費 16,582,680

荷造運賃発送費 8,800

交際費 22,370

会議費 6,760

旅費交通費 375,959

通信費 49,486

消耗品費 72,646

事務用品費 1,956

新聞図書費 15,890

諸会費 5,000

支払手数料 660,063

車両費 5,424

リース料 483,414

保険料 51,270

支払報酬 346,500

寄付金 2,245,500

減価償却費 85,901

賃借料 1,309,665

租税公課 35,279

雑損失 640

法人税等 70,000

その他経費計その他経費計その他経費計その他経費計 22,435,20322,435,20322,435,20322,435,203

　　管理費計　　管理費計　　管理費計　　管理費計 29,706,23829,706,23829,706,23829,706,238

経常費用計経常費用計経常費用計経常費用計 56,281,21156,281,21156,281,21156,281,211

　　当期経常増減額　　当期経常増減額　　当期経常増減額　　当期経常増減額 ▲14,555,629▲14,555,629▲14,555,629▲14,555,629

Ⅲ 経常外収益Ⅲ 経常外収益Ⅲ 経常外収益Ⅲ 経常外収益

１．過年度損益修正益 89,120

　  経常外収益計　  経常外収益計　  経常外収益計　  経常外収益計 89,12089,12089,12089,120

当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額 ▲14,466,509▲14,466,509▲14,466,509▲14,466,509

前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額 59,374,14459,374,14459,374,14459,374,144

次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額 44,907,63544,907,63544,907,63544,907,635

平成２４年度特定非営利活動に係る活動計算書

科　　　目



NPO法人環境ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ研究所

自 2012年 4月 1日    至 2013年 3月31日

(単位:円)

金額 備考

Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益Ⅰ 経常収益

１．受取会費１．受取会費１．受取会費１．受取会費

　　会費入会金収入

２．受取寄付金２．受取寄付金２．受取寄付金２．受取寄付金

　　寄付金収入

３．受取助成金等３．受取助成金等３．受取助成金等３．受取助成金等

　　補助金等収入

４．事業収益４．事業収益４．事業収益４．事業収益

　　ＰｒｅｓｅｎｔＴｒｅｅ事業収入

物品販売収入

その他収入

５．その他収益５．その他収益５．その他収益５．その他収益

　　受取利息

　　雑収入

経常収益計経常収益計経常収益計経常収益計 0000

Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用Ⅱ 経常費用

　　１．事業費　　１．事業費　　１．事業費　　１．事業費

 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費

雑給

人件費計人件費計人件費計人件費計 0000

 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費

仕入

荷造運賃発送費

広告宣伝費

リース料

交際費

会議費

旅費交通費

通信費

消耗品費

車両費

外注費

寄付金

支払手数料

賃借料

租税公課

保険料

雑損失

その他経費計その他経費計その他経費計その他経費計 0000

　　事業費計　　事業費計　　事業費計　　事業費計 0000

　　2．管理費　　2．管理費　　2．管理費　　2．管理費

 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費 (１)  人件費

給料手当

雑給

法定福利費

福利厚生費

人件費計人件費計人件費計人件費計 0000

 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費 (２)  その他経費

外注費

荷造運賃発送費

交際費

会議費

旅費交通費

通信費

消耗品費

事務用品費

新聞図書費

諸会費

支払手数料

車両費

リース料

保険料

支払報酬

寄付金

減価償却費

賃借料

租税公課

雑損失

法人税等

その他経費計その他経費計その他経費計その他経費計 0000

　　管理費計　　管理費計　　管理費計　　管理費計 0000

経常費用計経常費用計経常費用計経常費用計 0000

　　当期経常増減額　　当期経常増減額　　当期経常増減額　　当期経常増減額 0000

Ⅲ 経常外収益Ⅲ 経常外収益Ⅲ 経常外収益Ⅲ 経常外収益

１．過年度損益修正益

　  経常外収益計　  経常外収益計　  経常外収益計　  経常外収益計 0000

当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額 0000

前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額前期繰越正味財産額 0000

次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額次期繰越正味財産額 0000

平成２４年度その他事業に係る活動計算書

科　　　目



NPO法人環境ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ研究所

2013年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ資産の部 Ⅱ負債の部

１．流動資産 38,509,521 １．流動負債 1,313,623

現金･預金 28,194,493 未払金 1,106,061

未収金 1,840,484 未払法人税等 70,000

商品 746,775 未払消費税 0

仕掛事業費 7,650,178 預り金 137,562

仮払金 77,591

２．固定資産 7,711,737 ２．固定負債 0

（１）有形固定資産 7,472,111

工具器具備品 20,091

土地 7,452,020 負債合計 1,313,623

（２）無形固定資産 239,626 Ⅲ正味財産の部

工業所有権 239,626

ソフトウェア 0 前期繰越正味財産 59,374,144

（３）投資その他の資産 0

当期正味財産増加（減少）額 △14,466,509

正味財産合計 44,907,635

資産合計 46,221,258 負債及び正味財産合計 46,221,258

貸借対照表


