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科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 2014年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　科学協力学際センター

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   流動負債  計                0 

   現      金          203,916 負債の部合計                0 

   七十七銀行　        1,255,731 正　味　財　産　の　部

   郵便局　          288,650  【正味財産】

   仙台銀行        1,428,660   正味  財産        3,640,323 

    現金・預金 計        3,176,957   (うち当期正味財産増加額)     △19,925,469 

     流動資産合計        3,176,957    正味財産  計        3,640,323 

 【固定資産】 正味財産の部合計        3,640,323 

  （有形固定資産）  

   什器  備品          256,699  

    有形固定資産  計          256,699  

  （無形固定資産）  

   商標権          206,667  

    無形固定資産  計          206,667  

     固定資産合計          463,366  

資産の部合計        3,640,323 負債・正味財産の部合計        3,640,323 



全事業所 2014年 3月31日 現在

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　科学協力学際センター

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現      金          203,916 

      七十七銀行　        1,255,731 

      郵便局　          288,650 

      仙台銀行        1,428,660 

        現金・預金 計        3,176,957 

          流動資産合計        3,176,957 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器  備品          256,699 

        有形固定資産  計          256,699 

    （無形固定資産）

      商標権          206,667 

        無形固定資産  計          206,667 

          固定資産合計          463,366 

            資産の部  合計        3,640,323 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債  計                0 

      負債の部  合計                0 

 

        正味財産        3,640,323 



全事業所 自 2013年 4月 1日　至 2014年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人　科学協力学際センター

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      情報収集発信事業          199,560 

      産学官共同開発事業       10,602,464 

      新産業創出発展事業          350,500 

      正会員会費        1,830,000 

      賛助会員会費           20,000 

      会合負担金          233,370 

      寄付金           22,000 

      受取利息            2,506 

        経常収入  計       13,260,400 

    【事業費】

      情報収集発信事業        1,522,525 

      産学官共同開発事業       28,109,179 

      新産業創出発展事業          105,651 

        当期事業費 計       29,737,355 

          合  計       29,737,355 

            事業費  計       29,737,355 

    【管理費】

      通  信  費          281,150 

      会  合  費          429,678 

      事務用消耗品費           18,342 

      諸  会  費           26,955 

      リース  料          132,300 

      支払手数料            3,675 

      減価償却費          192,425 

      事務局運営費        2,356,909 

      雑      費            7,080 

        管理費  計        3,448,514 

          経常収支差額     △19,925,469 

  ［その他資金収支の部］

    【その他資金収入】

      その他資金収入  計                0 

    【その他資金支出】

      その他資金支出  計                0 

        当期収支差額     △19,925,469 

        前期繰越収支差額       16,372,173 

        次期繰越収支差額      △3,553,296 



全事業所 自 2013年 4月 1日　至 2014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）特定非営利活動法人　科学協力学際センター

《経常収支の部》

  ［経常収支の部］

    【経常収入】

      情報収集発信事業          199,560 

      産学官共同開発事業       10,602,464 

      新産業創出発展事業          350,500 

      正会員会費        1,830,000 

      賛助会員会費           20,000 

      会合負担金          233,370 

      寄付金           22,000 

      受取利息            2,506 

        経常収入  計       13,260,400 

    【事業費】

      情報収集発信事業        1,522,525 

      産学官共同開発事業       28,109,179 

      新産業創出発展事業          105,651 

        当期事業費 計       29,737,355 

          合  計       29,737,355 

            事業費  計       29,737,355 

    【管理費】

      通  信  費          281,150 

      会  合  費          429,678 

      事務用消耗品費           18,342 

      諸  会  費           26,955 

      リース  料          132,300 

      支払手数料            3,675 

      減価償却費          192,425 

      事務局運営費        2,356,909 

      雑      費            7,080 

        管理費  計        3,448,514 

          経常収支差額     △19,925,469 

 

            当期正味財産増加額     △19,925,469 

            前期繰越正味財産額       23,565,792 

            当期正味財産合計        3,640,323 


