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自 平成29年11月 1日

至 平成30年10月31日

特定非営利活動法人　love.lab

福島県郡山市静町１－２８　根本ビル１０２

 

決　算　報　告　書



全事業所 平成30年10月31日 現在

貸　借　対　照　表
[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           18,005 

        現金・預金 計           18,005 

          流動資産合計           18,005 

            資産合計           18,005 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        △957,344 

      流動負債合計        △957,344 

        負債合計        △957,344 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産          324,311 

  当期正味財産増減額          651,038 

    正味財産合計          975,349 

      負債及び正味財産合計           18,005 



全事業所 平成30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           18,005 

        現金・預金 計           18,005 

          流動資産合計           18,005 

            資産合計           18,005 

《負債の部》

  【流動負債】

    短期借入金        △957,344 

      流動負債合計        △957,344 

        負債合計        △957,344 

 

        正味財産          975,349 



特定非営利活動法人　love.lab 自 平成29年11月 1日　至 平成30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           30,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          379,016 

  【受取助成金等】

    受取助成金          200,000 

  【事業収益】

    自主事業収益        4,283,500 

        経常収益  計        4,892,516 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          300,000 

        人件費計          300,000 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)            8,334 

      旅費交通費(事業)            7,860 

      車  両  費(事業)            8,840 

      通信運搬費(事業)          526,952 

      消耗品  費(事業)          977,000 

      水道光熱費(事業)          605,082 

      医　療　費（事業）          506,348 

      租税  公課(事業)           16,500 

      広告宣伝費          620,774 

      支払助成金          180,000 

        その他経費計        3,457,690 

          事業費  計        3,757,690 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費           20,000 

      会  議  費           18,000 

      通信運搬費          159,266 

      消耗品  費          121,454 

      水道光熱費          165,068 

        その他経費計          483,788 

          管理費  計          483,788 

            経常費用  計        4,241,478 

              当期経常増減額          651,038 

【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          651,038 



特定非営利活動法人　love.lab 自 平成29年11月 1日　至 平成30年10月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          当期正味財産増減額          651,038 

          前期繰越正味財産額          324,311 

          次期繰越正味財産額          975,349 



全事業所 自 平成29年11月 1日　至 平成30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           30,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          379,016 

  【受取助成金等】

    受取助成金          200,000 

  【事業収益】

    自主事業収益        4,283,500 

        経常収益  計        4,892,516 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業)          300,000 

        人件費計          300,000 

    （その他経費）

      印刷製本費(事業)            8,334 

      旅費交通費(事業)            7,860 

      車  両  費(事業)            8,840 

      通信運搬費(事業)          526,952 

      消耗品  費(事業)          977,000 

      水道光熱費(事業)          605,082 

      医　療　費（事業）          506,348 

      租税  公課(事業)           16,500 

      広告宣伝費          620,774 

      支払助成金          180,000 

        その他経費計        3,457,690 

          事業費  計        3,757,690 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      印刷製本費           20,000 

      会  議  費           18,000 

      通信運搬費          159,266 

      消耗品  費          121,454 

      水道光熱費          165,068 

        その他経費計          483,788 

          管理費  計          483,788 

            経常費用  計        4,241,478 

              当期経常増減額          651,038 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 



全事業所 自 平成29年11月 1日　至 平成30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

    税引前当期正味財産増減額          651,038 

      当期正味財産増減額          651,038 

      前期繰越正味財産額          324,311 

      次期繰越正味財産額          975,349 


