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決　算　報　告　書



2021年 9月30日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金            9,855 

      普通預金（北おおさか信金）        6,563,102 

      普通預金（日新信金）          186,023 

        現金・預金 計        6,758,980 

          流動資産合計        6,758,980 

            資産合計        6,758,980 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          572,862 

    前　受　金          654,500 

    預　り　金        1,729,224 

      流動負債合計        2,956,586 

        負債合計        2,956,586 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産        1,548,809 

  当期正味財産増減額        2,253,585 

    正味財産合計        3,802,394 

      負債及び正味財産合計        6,758,980 



2021年 9月30日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金            9,855 

      普通預金（北おおさか信金）        6,563,102 

      普通預金（日新信金）          186,023 

        現金・預金 計        6,758,980 

          流動資産合計        6,758,980 

            資産合計        6,758,980 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金          572,862 

    前　受　金          654,500 

    預　り　金        1,729,224 

      流動負債合計        2,956,586 

        負債合計        2,956,586 

 

        正味財産        3,802,394 



特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所 自 2020年10月 1日　至 2021年 9月30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          250,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          697,543 

  【事業収益】

    自主事業収益        5,533,880 

    受託事業収益        4,854,410       10,388,290 

  【その他収益】

    受取　利息               99 

    雑　収　益        2,000,000        2,000,099 

        経常収益  計       13,335,932 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      売上　原価          445,110 

      業務委託費       10,058,675 

      通信運搬費(事業)            6,000 

      消耗品　費(事業)           17,386 

      修　繕　費(事業)              140 

      賃  借  料(事業)           56,100 

      支払手数料(事業)           35,750 

        その他経費計       10,619,161 

          事業費  計       10,619,161 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      通信運搬費          212,922 

      消耗品　費           17,424 

      地代　家賃          198,000 

      諸　会　費           30,000 

      支払手数料            4,840 

        その他経費計          463,186 

          管理費  計          463,186 

            経常費用  計       11,082,347 

              当期経常増減額        2,253,585 

【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        2,253,585 

          当期正味財産増減額        2,253,585 

          前期繰越正味財産額        1,548,809 



特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所 自 2020年10月 1日　至 2021年 9月30日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

          次期繰越正味財産額        3,802,394 



自 2020年10月 1日　至 2021年 9月30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ヒューリット経営研究所

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          250,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金          697,543 

  【事業収益】

    自主事業収益        5,533,880 

    受託事業収益        4,854,410 

  【その他収益】

    受取　利息               99 

    雑　収　益        2,000,000 

        経常収益  計       13,335,932 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

        売上　原価          445,110 

      業務委託費       10,058,675 

      通信運搬費(事業)            6,000 

      消耗品　費(事業)           17,386 

      修　繕　費(事業)              140 

      賃  借  料(事業)           56,100 

      支払手数料(事業)           35,750 

        その他経費計       10,619,161 

          事業費  計       10,619,161 

  【管理費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      通信運搬費          212,922 

      消耗品　費           17,424 

      地代　家賃          198,000 

      諸　会　費           30,000 

      支払手数料            4,840 

        その他経費計          463,186 

          管理費  計          463,186 

            経常費用  計       11,082,347 

              当期経常増減額        2,253,585 

【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        2,253,585 

      当期正味財産増減額        2,253,585 



自 2020年10月 1日　至 2021年 9月30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ヒューリット経営研究所

      前期繰越正味財産額        1,548,809 

      次期繰越正味財産額        3,802,394 


