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団子坂マンション公園側棟

第 10期

決　算　報　告　書

自 2014年 4月 1日

至 2015年 3月31日

特定非営利活動法人 市民科学研究室



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 811,009 
   現　　　金 97,008   前　受　金 19,000 
   普通　預金 1,105,329   預　り　金 191,100 
    現金・預金 計 1,202,337    流動負債  計 1,021,109 
     流動資産合計 1,202,337  【固定負債】
 【固定資産】   長期借入金 500,000 
  （有形固定資産）    固定負債  計 500,000 
   什器　備品 97,253 負債の部合計 1,521,109 
    有形固定資産  計 97,253 
  （投資その他の資産）  【正味財産】
   敷　　　金 120,000   前期繰越正味財産額 △ 619,394 
    投資その他の資産  計 120,000   当期正味財産増減額 517,875 
     固定資産合計 217,253    正味財産　計 △ 101,519 

正味財産の部合計 △ 101,519 
資産の部合計 1,419,590 負債・正味財産の部合計 1,419,590 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 2015年 3月31日 現在
特定非営利活動法人 市民科学研究室



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 97,008 
      普通　預金 1,105,329 
        三菱東京UFJ銀行 (1,062,591)
        ゆうちょ銀行 (42,738)
        現金・預金 計 1,202,337 
          流動資産合計 1,202,337 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器　備品 97,253 
        有形固定資産  計 97,253 
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 120,000 
        投資その他の資産  計 120,000 
          固定資産合計 217,253 
            資産の部  合計 1,419,590 

  【流動負債】
    未　払　金 811,009 
    前　受　金 19,000 
    預　り　金 191,100 
      流動負債  計 1,021,109 
  【固定負債】
    長期借入金 500,000 
      固定負債  計 500,000 
        負債の部  合計 1,521,109 

        正味財産 △ 101,519 

特定非営利活動法人 市民科学研究室
2015年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人 市民科学研究室
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 520,000 
    賛助会員受取会費 405,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 1,894,528 
  【事業収益】
    教育事業収益 1,151,950 
    調査研究事業収益 73,950 
    東大受託事業収益 5,201,284 
  【その他収益】
    受取　利息 216 
    雑　収　益 7,490 
        経常収益  計 9,254,418 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 3,574,750 
      アルバイト給料(事業) 157,500 
      通　勤　費(事業) 335,803 
        人件費計 4,068,053 
    （その他経費）
      諸　謝　金 249,000 
      印刷製本費(事業) 553,190 
      会　場　費(事業) 43,933 
      会　議　費(事業) 191,734 
      旅費交通費(事業) 283,018 
      通信運搬費(事業) 119,512 
      新聞図書費(事業) 91,788 
      消耗品　費(事業) 239,682 
      支払手数料(事業) 8,634 
      支払寄付金 5,000 
        その他経費計 1,785,491 
          事業費  計 5,853,544 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 1,067,500 
      アルバイト給料 7,900 
      通　勤　費 148,118 
      法定福利費 82,286 
        人件費計 1,305,804 
    （その他経費）
      印刷製本費 5,100 
      会　議　費 4,709 
      旅費交通費 4,794 
      通信運搬費 156,514 
      消耗品　費 254,850 
      水道光熱費 103,307 
      地代　家賃 868,200 
      減価償却費 44,994 
      諸　会　費 26,080 
      租税　公課 1,000 
      支払手数料 16,547 
        その他経費計 1,486,095 
          管理費  計 2,791,899 
            経常費用  計 8,645,443 
              当期経常増減額 608,975 

自 2014年 4月 1日  至 2015年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人 市民科学研究室 自 2014年 4月 1日  至 2015年 3月31日

活　動　計　算　書

【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 608,975 
        法人税、住民税及び事業税 91,100 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 517,875 
          前期繰越正味財産額 △ 619,394 
          次期繰越正味財産額 △ 101,519 
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