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一般社団法人全国消費者団体連絡会 自 2020年 4月 1日　至 2021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        2,556,000 

賛助会員受取会費          107,000        2,663,000 

【受取寄付金】

受取寄付金        1,843,545 

【事業収益】

事業　収益          231,000 

【その他収益】

受取　利息              460 

雑　収　益           24,087           24,547 

経常収益  計        4,762,092 

【経常費用】

【事業費】

（その他経費）

印刷費(事業)          478,962 

会　議　費(事業)           88,226 

通信費(事業)           97,031 

その他経費計          664,219 

事業費  計          664,219 

【管理費】

（人件費）

法定福利費           61,290 

人件費計           61,290 

（その他経費）

印刷費           59,926 

関係団体費          297,118 

会　議　費          138,252 

旅費交通費           55,819 

通信費          136,070 

事務費          133,160 

消耗品　費          113,209 

ネット関連費          578,861 

調査研究費           87,994 

減価償却費           34,833 

保　険　料           66,600 

慶　弔　費           46,351 

租税　公課           11,200 

支払手数料           25,963 

雑損失            8,000 

その他経費計        1,793,356 

管理費  計        1,854,646 

経常費用  計        2,518,865 

当期経常増減額        2,243,227 

【経常外収益】

【経常外費用】



一般社団法人全国消費者団体連絡会 自 2020年 4月 1日　至 2021年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

税引前当期正味財産増減額        2,243,227 

法人税、住民税及び事業税           70,000 

当期正味財産増減額        2,173,227 

前期繰越正味財産額       19,157,641 

次期繰越正味財産額       21,330,868 



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2021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           60,825 

現　　　金           35,298 前　受　金            3,000 

普通　預金       13,874,500 未払法人税等           70,000 

定期　預金        7,171,155 流動負債  計          133,825 

現金・預金 計       21,080,953 負債合計          133,825 

（棚卸資産） 正　味　財　産　の　部

貯　蔵　品           51,426 【正味財産】

棚卸資産  計           51,426 前期繰越正味財産額       19,157,641 

（その他流動資産） 当期正味財産増減額        2,173,227 

関係団体出資金          120,000 正味財産　計       21,330,868 

未　収　金          159,000 正味財産合計       21,330,868 

立　替　金           18,480  

（その他流動資産） 合計          297,480  

流動資産合計       21,429,859  

【固定資産】  

（有形固定資産）  

備品（一括償却資産）           34,834  

有形固定資産  計           34,834  

固定資産合計           34,834  

資産合計       21,464,693 負債及び正味財産合計       21,464,693 



全事業所 2021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           35,298 

普通　預金       13,874,500 

ゆうちょ       (6,566,322)

中央労金         (117,365)

三井住友       (7,190,813)

定期　預金        7,171,155 

中央労金       (7,171,155)

現金・預金 計       21,080,953 

（棚卸資産）

貯　蔵　品           51,426 

棚卸資産  計           51,426 

（その他流動資産）

関係団体出資金          120,000 

未　収　金          159,000 

立　替　金           18,480 

（その他流動資産） 合計          297,480 

流動資産合計       21,429,859 

【固定資産】

（有形固定資産）

備品（一括償却資産）           34,834 

有形固定資産  計           34,834 

固定資産合計           34,834 

資産の部  合計       21,464,693 

《負債の部》

【流動負債】

未　払　金           60,825 

前　受　金            3,000 

未払法人税等           70,000 

流動負債  計          133,825 

負債の部  合計          133,825 

 

正味財産       21,330,868 



全事業所 自 2020年 4月 1日　至 2021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        2,556,000 

賛助会員受取会費          107,000 

【受取寄付金】

受取寄付金        1,843,545 

【事業収益】

事業　収益          231,000 

【その他収益】

受取　利息              460 

雑　収　益           24,087 

経常収益  計        4,762,092 

【経常費用】

【事業費】

（その他経費）

印刷費(事業)          478,962 

会　議　費(事業)           88,226 

通信費(事業)           97,031 

その他経費計          664,219 

事業費  計          664,219 

【管理費】

（人件費）

法定福利費           61,290 

人件費計           61,290 

（その他経費）

印刷費           59,926 

関係団体費          297,118 

会　議　費          138,252 

旅費交通費           55,819 

通信費          136,070 

事務費          133,160 

消耗品　費          113,209 

ネット関連費          578,861 

調査研究費           87,994 

減価償却費           34,833 

保　険　料           66,600 

慶　弔　費           46,351 

租税　公課           11,200 

支払手数料           25,963 

雑損失            8,000 

その他経費計        1,793,356 

管理費  計        1,854,646 

経常費用  計        2,518,865 

当期経常増減額        2,243,227 

【経常外収益】

【経常外費用】



全事業所 自 2020年 4月 1日　至 2021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

 

税引前当期正味財産増減額        2,243,227 

法人税、住民税及び事業税           70,000 

当期正味財産増減額        2,173,227 

前期繰越正味財産額       19,157,641 

次期繰越正味財産額       21,330,868 


