
岐阜県高山市上岡本町1751番地48

決　算　報　告　書

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

第  7期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日



【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 30,000 

    サポーター会員受取会費 168,000 198,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 693,454

　　活動寄付金 116,000 809,454

  【受取助成金等】

    受取助成金 2,065,355 

    受取補助金 1,567,608 

    受取委託金 1,341,100 4,974,063 

  【事業収益】

    受託事業収益 4,831,229 

    事業収益２ 73,600 4,904,829 

  【その他収益】

    受取  利息 26 

    雑  収  益 50,715 50,741 

        経常収益  計 10,937,087 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料  手当(事業) 4,365,904 

      法定福利費(事業) 14,172 

        人件費計 4,380,076 

    （その他経費）

      業務委託費（事業） 498,319 

      諸  謝  金(事業) 365,400 

      印刷製本費(事業) 512,664 

      会  議  費(事業) 70,450 

      新聞図書費(事業) 1,900 

      旅費交通費(事業) 124,736 

      広報費(事業) 454,524 

      通信運搬費(事業) 305,546 

      消耗品  費(事業) 1,324,060 

      消耗品(給食）費(事業) 629,200 

      ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ材料費(事業） 310,917 

      会　場　費(事業) 7,025 

      保  険  料(事業) 45,340 

      諸  会  費(事業) 43,500 

      租税  公課(事業) 73,600 

      研  修  費(事業) 67,500 

      支払手数料(事業) 9,498 

      渉外費(事業) 27,177 

      報償費(事業） 475,962 

        その他経費計 5,347,318 

活　動　計　算　書　(案)
[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会



活　動　計　算　書　(案)
[税込]（単位：円）

自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

          事業費  計 9,727,394 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      通信運搬費 6,930 

      渉外費 10,000 

        その他経費計 16,930 

          管理費  計 16,930 

            経常費用  計 9,744,324 

              当期経常増減額 1,192,763 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

  過年度損益修正損 102,541 

    経常外費用  計 102,541 

        税引前当期正味財産増減額 1,090,222 

          当期正味財産増減額 1,090,222 

          前期繰越正味財産額 3,448,718 

          次期繰越正味財産額 4,538,940 



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金 629,858 

      普通  預金 3,327,827 

      商　品　券 5,000 

        現金・預金 計 3,962,685 

    （売上債権）

      未  収  金 △ 44,831 

        売上債権 計 △ 44,831 

    （その他流動資産）

      未収  収益 1,328,061 

        その他流動資産  計 1,328,061 

          流動資産合計 5,245,915 

            資産合計 5,245,915 

  【流動負債】

    未  払  金 706,975 

      流動負債合計 706,975 

        負債合計 706,975 

  前期繰越正味財産 3,448,718 

  当期正味財産増減額 1,090,222 

    正味財産合計 4,538,940 

      負債及び正味財産合計 5,245,915 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

貸　借　対　照　表　(案)
[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 629,858 
      普通  預金 3,327,827 
        ひだしん　本店 (78,790)
        十六銀行　高山支店 (1,937,592)
        ゆうちょ銀行 (65,809)
        高山信用金庫　新宮支店 (214,281)
        JAひだ (30,350)
        東海労働金庫 (1,001,005)
      商　品　券 5,000 
        現金・預金 計 3,962,685 
    （売上債権）
      未  収  金 △ 44,831 
        売上債権 計 △ 44,831 
    （その他流動資産）
      未収  収益 1,328,061 
        その他流動資産  計 1,328,061 
          流動資産合計 5,245,915 
            資産合計 5,245,915 

  【流動負債】
    未  払  金 706,975 
      流動負債合計 706,975 
        負債合計 706,975 

        正味財産 4,538,940 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会
財　産　目　録　（案）

[税込]（単位：円）
令和4年 3月31日 現在全事業所



[税込]（単位：円）
全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 30,000 
    サポーター会員受取会費 168,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 693,454 
　　活動寄付金 116,000
  【受取助成金等】
    受取助成金 2,065,355 
    受取補助金 1,567,608 
    受取委託金 1,341,100 
  【事業収益】
    受託事業収益 4,831,229 
    事業収益２ 73,600 
  【その他収益】
    受取  利息 26 
    雑  収  益 50,715 
        経常収益  計 10,937,087 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 4,365,904 
      法定福利費(事業) 14,172 
        人件費計 4,380,076 
    （その他経費）
      業務委託費（事業） 498,319 
      諸  謝  金(事業) 365,400 
      印刷製本費(事業) 512,664 
      会  議  費(事業) 70,450 
      新聞図書費(事業) 1,900 
      旅費交通費(事業) 124,736 
      広報費(事業) 454,524 
      通信運搬費(事業) 305,546 
      消耗品  費(事業) 1,324,060 
      消耗品(給食）費(事業) 629,200 
      ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ材料費(事業） 310,917 
      会　場　費(事業) 7,025 
      保  険  料(事業) 45,340 
      諸  会  費(事業) 43,500 
      租税  公課(事業) 73,600 
      研  修  費(事業) 67,500 
      支払手数料(事業) 9,498 
      渉外費(事業) 27,177 
      報償費(事業） 475,962 
        その他経費計 5,347,318 
          事業費  計 9,727,394 
  【管理費】

特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会
自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書(案)



[税込]（単位：円）
全事業所
特定非営利活動法人飛騨高山わらべうたの会

自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書(案)

    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 6,930 
      渉外費 10,000 
        その他経費計 16,930 
          管理費  計 16,930 
            経常費用  計 9,744,324 
              当期経常増減額 1,192,763 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  過年度損益修正損 102,541 
    経常外費用  計 102,541 

      税引前当期正味財産増減額 1,090,222 
        当期正味財産増減額 1,090,222 
        前期繰越正味財産額 3,448,718 
        次期繰越正味財産額 4,538,940 


