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科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2020年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）一般社団法人全国消費者団体連絡会

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金           49,321 

   現　　　金           94,781   前　受　金           14,000 

   普通　預金       11,793,011   未払法人税等           70,000 

   定期　預金        7,170,750    流動負債  計          133,321 

    現金・預金 計       19,058,542 負債合計          133,321 

  （棚卸資産） 正　味　財　産　の　部

   貯　蔵　品           28,753  【正味財産】

    棚卸資産  計           28,753   前期繰越正味財産額       18,178,187 

  （その他流動資産）   当期正味財産増減額          979,454 

   関係団体出資金          120,000    正味財産　計       19,157,641 

   未　収　金           14,000 正味財産合計       19,157,641 

   （その他流動資産） 合計          134,000  

     流動資産合計       19,221,295  

 【固定資産】  

  （有形固定資産）  

   備品（一括償却資産）           69,667  

    有形固定資産  計           69,667  

     固定資産合計           69,667  

資産合計       19,290,962 負債及び正味財産合計       19,290,962 



全事業所 2020年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）一般社団法人全国消費者団体連絡会

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金           94,781 

      普通　預金       11,793,011 

        ゆうちょ       (6,075,925)

        中央労金         (111,274)

        三井住友       (5,605,812)

      定期　預金        7,170,750 

        中央労金       (7,170,750)

        現金・預金 計       19,058,542 

    （棚卸資産）

      貯　蔵　品           28,753 

        棚卸資産  計           28,753 

    （その他流動資産）

      関係団体出資金          120,000 

      未　収　金           14,000 

        （その他流動資産） 合計          134,000 

          流動資産合計       19,221,295 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      備品（一括償却資産）           69,667 

        有形固定資産  計           69,667 

          固定資産合計           69,667 

            資産の部  合計       19,290,962 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           49,321 

    前　受　金           14,000 

    未払法人税等           70,000 

      流動負債  計          133,321 

        負債の部  合計          133,321 

 

        正味財産       19,157,641 



一般社団法人全国消費者団体連絡会 自 2019年 4月 1日　至 2020年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費        2,568,000 

    賛助会員受取会費          117,000        2,685,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        2,067,856 

  【事業収益】

    事業　収益          358,500 

    その他事業収益           49,000          407,500 

  【その他収益】

    受取　利息              715 

    雑　収　益           90,641           91,356 

        経常収益  計        5,251,712 

【経常費用】

  【事業費】

    （その他経費）

      印刷費(事業)          564,733 

      会　議　費(事業)          504,761 

      通信費(事業)          130,382 

      保　険　料(事業)                0 

        その他経費計        1,199,876 

          事業費  計        1,199,876 

  【管理費】

    （人件費）

      法定福利費           44,048 

        人件費計           44,048 

    （その他経費）

      印刷費          306,625 

      関係団体費          305,012 

      会　議　費          339,738 

      旅費交通費          757,033 

      通信費          134,633 

      事務費          210,157 

      消耗品　費            5,039 

      ネット関連費          608,806 

      広告宣伝費           35,640 

      調査研究費           68,700 

      減価償却費           34,833 

      保　険　料           63,350 

      慶　弔　費           17,838 

      租税　公課           70,000 

      支払手数料           35,250 

      雑　　　費           32,680 

      雑損失            3,000 

        その他経費計        3,028,334 

          管理費  計        3,072,382 



一般社団法人全国消費者団体連絡会 自 2019年 4月 1日　至 2020年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

            経常費用  計        4,272,258 

              当期経常増減額          979,454 

【経常外収益】

【経常外費用】

    税引前当期正味財産増減額          979,454 

      当期正味財産増減額          979,454 

      前期繰越正味財産額       18,178,187 

      次期繰越正味財産額       19,157,641 



全事業所 自 2019年 4月 1日　至 2020年 3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）一般社団法人全国消費者団体連絡会

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費        2,568,000 

    賛助会員受取会費          117,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金        2,067,856 

  【事業収益】

    事業　収益          358,500 

    その他事業収益           49,000 

  【その他収益】

    受取　利息              715 

    雑　収　益           90,641 

        経常収益  計        5,251,712 

【経常費用】

  【事業費】

    （その他経費）

      印刷費(事業)          564,733 

      会　議　費(事業)          504,761 

      通信費(事業)          130,382 

        その他経費計        1,199,876 

          事業費  計        1,199,876 

  【管理費】

    （人件費）

      法定福利費           44,048 

        人件費計           44,048 

    （その他経費）

      印刷費          306,625 

      関係団体費          305,012 

      会　議　費          339,738 

      旅費交通費          757,033 

      通信費          134,633 

      事務費          210,157 

      消耗品　費            5,039 

      ネット関連費          608,806 

      広告宣伝費           35,640 

      調査研究費           68,700 

      減価償却費           34,833 

      保　険　料           63,350 

      慶　弔　費           17,838 

      租税　公課           70,000 

      支払手数料           35,250 

      雑　　　費           32,680 

      雑損失            3,000 

        その他経費計        3,028,334 

          管理費  計        3,072,382 

            経常費用  計        4,272,258 



全事業所 自 2019年 4月 1日　至 2020年 3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）一般社団法人全国消費者団体連絡会

              当期経常増減額          979,454 

【経常外収益】

【経常外費用】

 

  税引前当期正味財産増減額          979,454 

    当期正味財産増減額          979,454 

    前期繰越正味財産額       18,178,187 

    次期繰越正味財産額       19,157,641 



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。
　部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等はありません】

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 取得価額 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

（有形固定資産）
　備品（一括償却資産） 104,500 0 104,500 △ 34,833 69,667 

　    合計 104,500 0 104,500 △ 34,833 69,667 

【借入金なし】

【役員及びその近親者との取引はありません】
【その他特記事項はありません】
にするために必要な事項】

財務諸表の注記
2020年 3月31日 現在一般社団法人全国消費者団体連絡会


