
一般社団法人あつぎ市民発電所

神奈川県厚木市旭町5-14-27

第2号議案　2020年度決算報告

決算報告書

（第3期）

自2020年 ７月1日

至2021年 ６月30日



［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 0

城南信用金庫 2,015,251 未払い法人税等 70,000

ゆうちょ銀行 0 未払消費税 52,800

未収金 0

売掛金 87,697

流動資産合計 2,102,948 流動負債合計 122,800

【固定資産】 【固定負債】

構築物 5,509,532 ⾧期借入金 4,500,000

機械及び装置 基金 3,990,000

固定資産合計 5,509,532 固定負債合計 8,490,000

負債合計 8,612,800

前期繰越正味財産増減額 -641,507

当期正味財産増減額 -358,813

正味財産合計 -1,000,320

資産合計 7,612,480 負債及び正味財産合計 7,612,480

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

貸借対照表（収益事業会計）

2021年6月30日現在

正味財産の部

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

資産の部 負債の部



[税込]（単位:円）

【経常収益】

 【事業収益】

売電収入 676,823

その他売上 0

【その他収益】

受取利息 19

雑収入 0

経常収益計 676,842

【経常費用】

 【事業費】

広告宣伝費 4,245

交際費 19,170

会議費 24,281

旅費交通費 0

通信費 20,081

消耗品費 2,785

水道光熱費 6,730

諸会費 0

賃借料 10,000

保険料 22,160

租税公課 81,700

減価償却費 737,102

支払手数料 5,275

印刷費 19,770

支払利息 9,000

雑費 3,356

事業費計 965,655

当期経常増減額 -288,813

【経常外収益】

経常外収益計 0

【経常外費用】

経常外費用計 0

-288,813

70,000

-358,813

-641,507

-1,000,320

       前期繰越正味財産増減額

       次期繰越正味財産額

科目 金額

損益計算書（収益事業会計）

自 2020年7月 1日

至 2021年6月30日

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

       税引前当期正味財産増減額

       法人税、住民税及び事業税

       当期正味財産増減額



［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 174,668

城南信用金庫 961,596

ゆうちょ銀行 0

未収金 0

売掛金 0

他会計振替 0

流動資産合計 1,136,264 流動負債合計 0

【固定資産】 【固定負債】

機械及び装置

固定資産合計 0 固定負債合計 0

負債合計 0

前期繰越正味財産増減額 878,825

当期正味財産増減額 257,439

正味財産合計 1,136,264

資産合計 1,136,264 負債及び正味財産合計 1,136,264

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

正味財産の部

資産の部

貸借対照表（非収益事業会計）

2021年6月30日現在

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

負債の部



[税込]（単位:円）

Ⅰ経常収益

会費収入 258,000

その他売上 11,400

寄付金収入 64,000

補助金収入 90,000

経常収益計 423,400

Ⅱ経常費用

1.事業費

（その他の経費）

広告宣伝費 4,245

交際費 19,169

会議費 24,281

旅費交通費 0

通信費 20,080

消耗品費 2,785

水道光熱費 0

諸会費 2,000

賃借料 10,000

保険料 0

租税公課 5,000

減価償却費 0

支払手数料 5,275

印刷費 19,770

支払利息 0

雑費 3,356

事業費計 115,961

当期経常増減額 307,439

Ⅲ経常外収益 0

Ⅳ経常外費用 0

307,439

307,439

878,825

1,186,264

       税引前当期正味財産増減額

     当期正味財産増減額

       前期繰越正味財産額

       次期繰越正味財産額

収支計算書（非収益事業会計）

自 2020年7月 1日

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

科目 金額

至 2021年6月30日



［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 224,668

城南信用金庫 2,976,847 未払法人税等 70,000

ゆうちょ銀行 0 未払消費税 52,800

未収金 0

売掛金 87,697

他会計振替 0

流動資産合計 3,289,212 流動負債合計 122,800

【固定資産】 【固定負債】

構築物 5,509,532 ⾧期借入金 4,500,000

機械及び装置 0 基金 3,990,000

固定資産合計 5,509,532 固定負債合計 8,490,000

負債合計 8,612,800

前期繰越正味財産 237,318

当期正味財産増減額 -51,374

正味財産合計 185,944

資産合計 8,798,744 負債及び正味財産合計 8,798,744

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

正味財産の部

貸借対照表

2021年6月30日現在

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

資産の部 負債の部

特定非営利活動に係る事業会計



法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所 [税込]（単位:円）

【経常収益】

 【事業収益】

売電収入 676,823

会費収入 258,000

その他売上 11,400

寄付金収入 64,000

補助金収入 90,000

売上高合計 1,100,223

【その他収益】

受取利息 19

雑収入 0

その他収益計 19

経常収支計 1,100,242

【経常費用】

 【事業費】

広告宣伝費 8,490

渉外活動費 38,339

会議費 48,562

旅費交通費 0

通信費 40,161

消耗品費 5,570

水道光熱費 6,730

諸会費 2,000

賃借料 20,000

保険料 22,160

租税公課 86,700

減価償却費 737,102

支払手数料 10,550

印刷費 39,540

支払利息 9,000

事務費 6,712

事業費計 1,081,616 1,081,616

当期経常増減額 18,626

【経常外収益】

経常外収益計 0

【経常外費用】

経常外費用 0

18,626

70,000

-51,374

237,318

185,944

         税引前当期正味財産増減額

         法人税、住民税及び事業税

                    当期正味財産増減額

       前期繰越正味財産増減額

       次期繰越正味財産額

活動計算書

科目 金額

至 2021年6月30日

自 2020年7月 1日



［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 50,000

流動資産合計 50,000 流動負債合計 0

【固定資産】 【固定負債】

固定資産合計 0 固定負債合計 0

負債合計 0

前期繰越正味財産 0

当期正味財産増減額 50,000

正味財産合計 50,000

資産合計 50,000 負債及び正味財産合計 50,000

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

正味財産の部

貸借対照表

設備改修特別会計

2021年6月30日現在

法人の名称 一般社団法人あつぎ市民発電所

資産の部 負債の部


