
科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成29年10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　love.lab

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   流動負債合計                0 

   現      金           24,311 負債合計                0 

   ゆうちょ          300,000 正　味　財　産　の　部

    現金・預金 計          324,311  前期繰越正味財産           57,142 

     流動資産合計          324,311  当期正味財産増減額          267,169 

 正味財産合計          324,311 

資産合計          324,311 負債及び正味財産合計          324,311 



全事業所 平成29年10月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　love.lab

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金           24,311 

      ゆうちょ          300,000 

        現金・預金 計          324,311 

          流動資産合計          324,311 

            資産合計          324,311 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産          324,311 



特定非営利活動法人　love.lab 自 平成28年11月 1日　至 平成29年10月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    賛助会員受取会費           46,000 

    受取入会金            5,000           51,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          476,440 

  【受取助成金等】

    受取助成金          300,000 

  【事業収益】

    自主事業収益        4,014,230 

        経常収益  計        4,841,670 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          960,000 

        人件費計          960,000 

    （その他経費）

      会  議  費(事業)           28,290 

      車  両  費(事業)            4,100 

      通信運搬費(事業)          548,422 

      消耗品  費(事業)          724,839 

      水道光熱費(事業)          436,704 

      医　療　費（事業）          705,933 

      租税  公課(事業)           21,600 

      雑      費(事業)           27,842 

        その他経費計        2,497,730 

          事業費  計        3,457,730 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      会  議  費           30,000 

      旅費交通費           25,500 

      車  両  費            6,560 

      通信運搬費           79,148 

      消耗品  費          155,906 

      水道光熱費           76,917 

      広告宣伝費          733,912 

      保  険  料            5,048 

      支払手数料            3,348 

      支払  利息              432 

        その他経費計        1,116,771 

          管理費  計        1,116,771 

            経常費用  計        4,574,501 

              当期経常増減額          267,169 

【経常外収益】



特定非営利活動法人　love.lab 自 平成28年11月 1日　至 平成29年10月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

    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          267,169 

          当期正味財産増減額          267,169 

          前期繰越正味財産額           57,142 

          次期繰越正味財産額          324,311 



全事業所 自 平成28年11月 1日　至 平成29年10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　love.lab

【経常収益】

  【受取会費】

    賛助会員受取会費           46,000 

    受取入会金            5,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          476,440 

  【受取助成金等】

    受取助成金          300,000 

  【事業収益】

    自主事業収益        4,014,230 

        経常収益  計        4,841,670 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          960,000 

        人件費計          960,000 

    （その他経費）

      会  議  費(事業)           28,290 

      車  両  費(事業)            4,100 

      通信運搬費(事業)          548,422 

      消耗品  費(事業)          724,839 

      水道光熱費(事業)          436,704 

      医　療　費（事業）          705,933 

      租税  公課(事業)           21,600 

      雑      費(事業)           27,842 

        その他経費計        2,497,730 

          事業費  計        3,457,730 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      会  議  費           30,000 

      旅費交通費           25,500 

      車  両  費            6,560 

      通信運搬費           79,148 

      消耗品  費          155,906 

      水道光熱費           76,917 

      広告宣伝費          733,912 

      保  険  料            5,048 

      支払手数料            3,348 

      支払  利息              432 

        その他経費計        1,116,771 

          管理費  計        1,116,771 

            経常費用  計        4,574,501 

              当期経常増減額          267,169 

【経常外収益】



全事業所 自 平成28年11月 1日　至 平成29年10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　love.lab

  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          267,169 

      当期正味財産増減額          267,169 

      前期繰越正味財産額           57,142 

      次期繰越正味財産額          324,311 


