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特定非営利活動法人codeMo

岩手県盛岡市西見前１９地割６０番地５

 

決　算　報　告　書



特定非営利活動法人codeMo 自 2019年 4月25日　至 2020年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取年会費           33,000 

    正会員受取入会金           33,000           66,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          119,000 

  【事業収益】

    創造教育活動事業          801,960 

  【その他収益】

    受取  利息                1 

        経常収益  計          986,961 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      諸  謝  金          100,220 

      印刷製本費(事業)           21,570 

      会  議  費(事業)           11,097 

      旅費交通費(事業)          236,537 

      新聞図書費（事業）           23,270 

      通信運搬費(事業)            2,420 

      消耗品  費(事業)           37,522 

      会場費（事業）            2,000 

      諸  会  費(事業)           30,276 

      支払手数料(事業)              660 

      雑      費(事業)            2,500 

        その他経費計          468,072 

          事業費  計          468,072 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費            3,040 

      通信運搬費           14,659 

      消耗品  費           64,418 

      新聞図書費              880 

      諸  会  費            3,850 

      租税  公課            3,900 

      創立費            9,721 

        その他経費計          100,468 

          管理費  計          100,468 

            経常費用  計          568,540 

              当期経常増減額          418,421 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 



特定非営利活動法人codeMo 自 2019年 4月25日　至 2020年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額          418,421 

          当期正味財産増減額          418,421 

          前期繰越正味財産額                0 

          次期繰越正味財産額          418,421 



全事業所 2020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codeMo

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           42,449 

      普通  預金          375,972 

        現金・預金 計          418,421 

          流動資産合計          418,421 

            資産合計          418,421 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産                0 

  当期正味財産増減額          418,421 

    正味財産合計          418,421 

      負債及び正味財産合計          418,421 



全事業所 2020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codeMo

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           42,449 

      普通  預金          375,972 

        ジャパンネット銀行           (7,560)

        ゆうちょ銀行         (368,412)

        現金・預金 計          418,421 

          流動資産合計          418,421 

            資産合計          418,421 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産          418,421 



全事業所 自 2019年 4月25日　至 2020年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人codeMo

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取年会費           33,000 

    正会員受取入会金           33,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          119,000 

  【事業収益】

    創造教育活動事業          801,960 

  【その他収益】

    受取  利息                1 

        経常収益  計          986,961 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      諸  謝  金          100,220 

      印刷製本費(事業)           21,570 

      会  議  費(事業)           11,097 

      旅費交通費(事業)          236,537 

      新聞図書費（事業）           23,270 

      通信運搬費(事業)            2,420 

      消耗品  費(事業)           37,522 

      会場費（事業）            2,000 

      諸  会  費(事業)           30,276 

      支払手数料(事業)              660 

      雑      費(事業)            2,500 

        その他経費計          468,072 

          事業費  計          468,072 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費            3,040 

      通信運搬費           14,659 

      消耗品  費           64,418 

      新聞図書費              880 

      諸  会  費            3,850 

      租税  公課            3,900 

      創立費            9,721 

        その他経費計          100,468 

          管理費  計          100,468 

            経常費用  計          568,540 

              当期経常増減額          418,421 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 



全事業所 自 2019年 4月25日　至 2020年 3月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人codeMo

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 

    税引前当期正味財産増減額          418,421 

      当期正味財産増減額          418,421 

      前期繰越正味財産額                0 

      次期繰越正味財産額          418,421 


