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決　算　報　告　書



特定非営利活動法人codeMo 自 2021年 4月 1日　至 2022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           27,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           60,000 

  【事業収益】

    創造教育活動事業          758,981 

    ICT支援事業        1,892,000        2,650,981 

  【その他収益】

    受取  利息                7 

        経常収益  計        2,737,988 

【経常費用】

  【事業費】

    外注費          120,000 

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      諸  謝  金        1,990,600 

      会  議  費(事業)              755 

      旅費交通費(事業)           46,140 

      新聞図書費（事業）            7,705 

      消耗品  費(事業)           13,724 

      会場費（事業）          240,000 

      租税  公課(事業)              400 

      支払手数料(事業)            1,240 

        その他経費計        2,300,564 

          事業費  計        2,420,564 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費            1,910 

      通信運搬費            8,752 

      消耗品  費            1,767 

      支払手数料            1,915 

        その他経費計           14,344 

          管理費  計           14,344 

            経常費用  計        2,434,908 

              当期経常増減額          303,080 

【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          303,080 

        法人税、住民税及び事業税          302,300 

          当期正味財産増減額              780 



特定非営利活動法人codeMo 自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          前期繰越正味財産額        1,407,907 

          次期繰越正味財産額        1,408,687 

【活動計算書の注記】

今年度はその他の事業を実施していません。



全事業所 2022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           57,580 

      普通  預金        1,383,031 

        現金・預金 計        1,440,611 

    （売上債権）

      売  掛  金          113,630 

        売上債権 計          113,630 

          流動資産合計        1,554,241 

            資産合計        1,554,241 

《負債の部》

  【流動負債】

    預  り  金          145,554 

      流動負債合計          145,554 

        負債合計          145,554 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        1,407,907 

  当期正味財産増減額              780 

    正味財産合計        1,408,687 

      負債及び正味財産合計        1,554,241 



全事業所 2022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           57,580 

      普通  預金        1,383,031 

        ジャパンネット銀行         (722,410)

        ゆうちょ銀行         (660,621)

        現金・預金 計        1,440,611 

    （売上債権）

      売  掛  金          113,630 

        売上債権 計          113,630 

          流動資産合計        1,554,241 

            資産合計        1,554,241 

《負債の部》

  【流動負債】

    預  り  金          145,554 

      流動負債合計          145,554 

        負債合計          145,554 

 

        正味財産        1,408,687 



全事業所 自 2021年 4月 1日　至 2022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           27,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金           60,000 

  【事業収益】

    創造教育活動事業          758,981 

    ICT支援事業        1,892,000 

  【その他収益】

    受取  利息                7 

        経常収益  計        2,737,988 

【経常費用】

  【事業費】

    外注費          120,000 

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      諸  謝  金        1,990,600 

      会  議  費(事業)              755 

      旅費交通費(事業)           46,140 

      新聞図書費（事業）            7,705 

      消耗品  費(事業)           13,724 

      会場費（事業）          240,000 

      租税  公課(事業)              400 

      支払手数料(事業)            1,240 

        その他経費計        2,300,564 

          事業費  計        2,420,564 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      旅費交通費            1,910 

      通信運搬費            8,752 

      消耗品  費            1,767 

      支払手数料            1,915 

        その他経費計           14,344 

          管理費  計           14,344 

            経常費用  計        2,434,908 

              当期経常増減額          303,080 

【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          303,080 

    法人税、住民税及び事業税          302,300 



全事業所 自 2021年 4月 1日　至 2022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

      当期正味財産増減額              780 

      前期繰越正味財産額        1,407,907 

      次期繰越正味財産額        1,408,687 


