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自 平成27年 6月 1日

至 平成28年 5月31日

特定非営利活動法人　アクセプションズ

東京都江東区白河3丁目12番1-1101号

 

決　算　報　告　書



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

平成28年 5月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　アクセプションズ

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   前　受　金           27,000 

   普通　預金7989008        1,523,485    流動負債  計           27,000 

   普通　預金1618599          103,126 負債合計           27,000 

    現金・預金 計        1,626,611 正　味　財　産　の　部

     流動資産合計        1,626,611  【正味財産】

   前期繰越正味財産額        1,471,561 

   当期正味財産増減額          128,050 

    正味財産　計        1,599,611 

 正味財産合計        1,599,611 

資産合計        1,626,611 負債及び正味財産合計        1,626,611 



平成28年 5月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　アクセプションズ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通　預金7989008        1,523,485 

      普通　預金1618599          103,126 

        現金・預金 計        1,626,611 

          流動資産合計        1,626,611 

            資産の部  合計        1,626,611 

《負債の部》

  【流動負債】

    前　受　金           27,000 

      流動負債  計           27,000 

        負債の部  合計           27,000 

 

        正味財産        1,599,611 



特定非営利活動法人　アクセプションズ 自 平成27年 6月 1日　至 平成28年 5月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           66,000 

    賛助会員受取会費          174,000          240,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          768,148 

  【事業収益】

    行事参加会費収益          537,000 

    その他事業収益          946,000        1,483,000 

  【その他収益】

    受取　利息              448 

        経常収益  計        2,491,596 

【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           21,700 

      諸　謝　金          534,848 

      印刷製本費(事業)           58,903 

      会　議　費(事業)          138,643 

      旅費交通費(事業)            1,320 

      通信運搬費(事業)           85,180 

      消耗品　費(事業)          951,303 

      器具什器費（事業）           56,636 

      広告宣伝費（事業）           64,584 

      賃  借  料(事業)           62,413 

      保　険　料(事業)           26,210 

      租税　公課(事業)              200 

      支払手数料(事業)          155,942 

      雑　　　費(事業)            7,280 

        その他経費計        2,165,162 

          事業費  計        2,165,162 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費            6,624 

      会　議　費            2,160 

      旅費交通費           22,180 

      通信運搬費           22,536 

      消耗品　費            8,910 

      修　繕　費           32,400 

      賃　借　料            6,600 

      広告宣伝費           26,960 

      支払手数料           70,014 



特定非営利活動法人　アクセプションズ 自 平成27年 6月 1日　至 平成28年 5月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

        その他経費計          198,384 

          管理費  計          198,384 

            経常費用  計        2,363,546 

              当期経常増減額          128,050 

【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          128,050 

          当期正味財産増減額          128,050 

          前期繰越正味財産額        1,471,561 

          次期繰越正味財産額        1,599,611 



自 平成27年 6月 1日　至 平成28年 5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　アクセプションズ

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費           66,000 

    賛助会員受取会費          174,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          768,148 

  【事業収益】

    行事参加会費収益          537,000 

    その他事業収益          946,000 

  【その他収益】

    受取　利息              448 

        経常収益  計        2,491,596 

【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           21,700 

      諸　謝　金          534,848 

      印刷製本費(事業)           58,903 

      会　議　費(事業)          138,643 

      旅費交通費(事業)            1,320 

      通信運搬費(事業)           85,180 

      消耗品　費(事業)          951,303 

      器具什器費（事業）           56,636 

      広告宣伝費（事業）           64,584 

      賃  借  料(事業)           62,413 

      保　険　料(事業)           26,210 

      租税　公課(事業)              200 

      支払手数料(事業)          155,942 

      雑　　　費(事業)            7,280 

        その他経費計        2,165,162 

          事業費  計        2,165,162 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費            6,624 

      会　議　費            2,160 

      旅費交通費           22,180 

      通信運搬費           22,536 

      消耗品　費            8,910 

      修　繕　費           32,400 

      賃　借　料            6,600 

      広告宣伝費           26,960 

      支払手数料           70,014 



自 平成27年 6月 1日　至 平成28年 5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　アクセプションズ

        その他経費計          198,384 

          管理費  計          198,384 

            経常費用  計        2,363,546 

              当期経常増減額          128,050 

【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          128,050 

      当期正味財産増減額          128,050 

      前期繰越正味財産額        1,471,561 

      次期繰越正味財産額        1,599,611 


