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自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月31日

アート・オブ・ザ・ラフ・ダイヤモンズ

東京都渋谷区上原1丁目32番19号三善コーポ

 

決　算　報　告　書



アート・オブ・ザ・ラフ・ダイヤモンズ 自 令和 3年 9月 1日　至 令和 4年 8月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          392,000 

  【事業収益】

    事業収益１        5,216,963 

  【その他収益】

    受取  利息                8 

    雑  収  益          600,000          600,008 

        経常収益  計        6,208,971 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

        人件費計                0 

    （その他経費）

      業務委託費        3,166,071 

      資材費(事業)          666,878 

        その他経費計        3,832,949 

          事業費  計        3,832,949 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          115,863 

        人件費計          115,863 

    （その他経費）

      印刷製本費           67,519 

      旅費交通費            9,580 

      通信運搬費           43,895 

      広告宣伝費          259,600 

      租税  公課            1,050 

      支払手数料        1,054,834 

      雑      費           39,050 

        その他経費計        1,475,528 

          管理費  計        1,591,391 

            経常費用  計        5,424,340 

              当期経常増減額          784,631 

【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          784,631 

          当期正味財産増減額          784,631 

          前期繰越正味財産額          955,486 

          次期繰越正味財産額        1,740,117 



令和 4年 8月31日 現在

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）アート・オブ・ザ・ラフ・ダイヤモンズ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通  預金        1,740,117 

        現金・預金 計        1,740,117 

          流動資産合計        1,740,117 

            資産合計        1,740,117 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

《正味財産の部》

  前期繰越正味財産          955,486 

  当期正味財産増減額          784,631 

    正味財産合計        1,740,117 

      負債及び正味財産合計        1,740,117 



令和 4年 8月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）アート・オブ・ザ・ラフ・ダイヤモンズ

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      普通  預金        1,740,117 

        三菱UFJ銀行         (834,978)

        PAYPAY銀行         (905,139)

        現金・預金 計        1,740,117 

          流動資産合計        1,740,117 

            資産合計        1,740,117 

《負債の部》

  【流動負債】

    流動負債合計                0 

      負債合計                0 

 

      正味財産        1,740,117 



自 令和 3年 9月 1日　至 令和 4年 8月31日

損　益　計　算　書
[税込] （単位：円）アート・オブ・ザ・ラフ・ダイヤモンズ

【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金          392,000 

  【事業収益】

    事業収益１        5,216,963 

  【その他収益】

    受取  利息                8 

    雑  収  益          600,000 

        経常収益  計        6,208,971 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      人件費計                0 

    （その他経費）

      業務委託費        3,166,071 

      資材費(事業)          666,878 

        その他経費計        3,832,949 

          事業費  計        3,832,949 

  【管理費】

    （人件費）

      給料  手当          115,863 

        人件費計          115,863 

    （その他経費）

      印刷製本費           67,519 

      旅費交通費            9,580 

      通信運搬費           43,895 

      広告宣伝費          259,600 

      租税  公課            1,050 

      支払手数料        1,054,834 

      雑      費           39,050 

        その他経費計        1,475,528 

          管理費  計        1,591,391 

            経常費用  計        5,424,340 

              当期経常増減額          784,631 

【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          784,631 

      当期正味財産増減額          784,631 

      前期繰越正味財産額          955,486 

      次期繰越正味財産額        1,740,117 



自 令和 3年 9月 1日　至 令和 4年 8月31日

製　造　原　価　報　告　書
[税込] （単位：円）アート・オブ・ザ・ラフ・ダイヤモンズ

【材料費】

  合      計                0 

    材料費  計                0 

【労務費】

  労務費  計                0 

【製造経費】

  製造経費  計                0 

    当期総製造費用                0 

【仕掛品】

  合  計                0 

    当期製品製造原価                0 


