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【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 2,510,000 
      非営利団体正会員 (40,000)
      個人正会員 (2,470,000)
    賛助会員受取会費 6,402,706 
      学生会員 (2,403,000)
      個人賛助会員 (60,000)
      企業会員 (3,500,000)
      Uniglo企業会員 (439,706)
    受取入会金 270,000 
      企業会員 (50,000)
      個人正会員 (220,000) 9,182,706 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 5,974,565 
      一般寄付金 (5,974,565) 5,974,565 
  【受取助成金等】
    受取助成金 2,500,000 
  【事業収益】
    事業収益１ 40,613,480 
      物販・出版事業 (68,000)
      教育研修支援 (28,001,977)
      研究開発支援 (12,543,503) 40,613,480 
  【その他収益】
    受取  利息 277 
    為替  差益 4,335 
    雑  収  益 338 4,950 
        経常収益  計 58,275,701 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料  手当(事業) 12,091,729 
      法定福利費(事業) 737,836 
      通  勤  費(事業) 52,180 
        人件費計 12,881,745 
    （その他経費）
      業務委託費(事業） 12,958,040 
      諸謝金(事業） 8,739,572 
      印刷製本費(事業) 185,885 
      会  議  費(事業) 65,506 
      旅費交通費(事業) 1,310,873 
      通信運搬費(事業) 173,804 
      部品費（事業） 3,721,725 
      修  繕  費(事業) 196,900 
      賃  借  料(事業) 375,603 
      減価償却費(事業) 880,936 
      保  険  料(事業) 19,200 
      租税  公課(事業) 35,000 
      研  修  費(事業） 35,000 
      広告宣伝費（事業） 26,400 
      支払手数料(事業) 112,687 
      雑      費(事業) 24,627 
        その他経費計 28,861,758 
          事業費  計 41,743,503 
  【管理費】
    （人件費）

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 7月 1日  至 2022年 6月30日NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 7月 1日  至 2022年 6月30日NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム
      給料  手当 4,003,414 
      法定福利費 235,130 
      通  勤  費 124,840 
      福利厚生費 48,168 
        人件費計 4,411,552 
    （その他経費）
      業務委託費 368,830 
      諸謝金 275,000 
      印刷製本費 123,773 
      会  議  費 7,302 
      通信運搬費 420,973 
      消耗品  費 272,630 
      水道光熱費 156,789 
      地代  家賃 1,716,000 
      賃  借  料 477,888 
      接待交際費 45,522 
      減価償却費 673,036 
      諸  会  費 2,400 
      租税  公課 1,277,485 
      支払手数料 234,576 
      雑      費 26,472 
        その他経費計 6,078,676 
          管理費  計 10,490,228 
            経常費用  計 52,233,731 
              当期経常増減額 6,041,970 
【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 6,041,970 
          当期正味財産増減額 6,041,970 
          前期繰越正味財産額 14,508,964 

          次期繰越正味財産額 20,550,934 



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 64,880 
      小口  現金 16,188 
      普通  預金 35,317,850 
      定期  積金 1,100,000 
        現金・預金 計 36,498,918 
    （売上債権）
      外部預け金 7,666 
        売上債権 計 7,666 
    （その他流動資産）
      前  払  金 676,500 
      前払  費用 143,000 
        その他流動資産  計 819,500 
          流動資産合計 37,326,084 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      機械及び装置 2,601,315 
      什器  備品 1,811,103 
      減価償却累計額 △ 3,574,975 
        有形固定資産  計 837,443 
    （無形固定資産）
      ソフトウェア 2,192,761 
        無形固定資産  計 2,192,761 
    （投資その他の資産）
      出資金 10,000 
      敷      金 400,000 
        投資その他の資産  計 410,000 
          固定資産合計 3,440,204 

            資産合計 40,766,288 

  【流動負債】
    短期借入金 18,141,000 
    預  り  金 371,036 
    未払費用 1,544,318 
    仮  受  金 159,000 
      流動負債合計 20,215,354 
        負債合計 20,215,354 

  前期繰越正味財産 14,508,964 
  当期正味財産増減額 6,041,970 
    正味財産合計 20,550,934 

      負債及び正味財産合計 40,766,288 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

2022年 6月30日 現在全事業所



【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。
　部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

合計

財務諸表の注記
2022年 6月30日 現在NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

備考



(1/2) [税込]（単位：円）

科目 その他事業 物販・出版等事業 JAXA_kiboCUBE HEPTA-Sat APRSAF
（人件費）
  給料  手当(事業) 747,474 
  法定福利費(事業)
  通  勤  費(事業)
    人件費計 0 0 0 747,474 0 
（その他経費）
  業務委託費(事業） 3,692,000 40,000 760,000 
  諸謝金(事業） 5,679,164 30,000 
  印刷製本費(事業) 89,020 
  会  議  費(事業) 49,221 
  旅費交通費(事業) 8,882 
  通信運搬費(事業) 740 73,771 
  部品費（事業） 3,712,825 
  修  繕  費(事業)
  賃  借  料(事業)
  減価償却費(事業) 880,936 
  保  険  料(事業)
  租税  公課(事業) 24,000 1,000 
  研  修  費(事業）
  広告宣伝費（事業）
  支払手数料(事業) 3,600 19,401 
  雑      費(事業)
    その他経費計 0 0 9,399,504 4,905,056 760,000 

      合計 0 0 9,399,504 5,652,530 760,000 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 JAXA_MA (区分不明) 合計
（人件費）
  給料  手当(事業) 11,344,255 12,091,729 
  法定福利費(事業) 737,836 737,836 
  通  勤  費(事業) 52,180 52,180 
    人件費計 0 12,134,271 12,881,745 
（その他経費）
  業務委託費(事業） 6,267,800 2,198,240 12,958,040 
  諸謝金(事業） 1,878,404 1,152,004 8,739,572 
  印刷製本費(事業) 96,865 185,885 
  会  議  費(事業) 16,285 65,506 
  旅費交通費(事業) 52,907 1,249,084 1,310,873 
  通信運搬費(事業) 460 98,833 173,804 
  部品費（事業） 8,900 3,721,725 
  修  繕  費(事業) 196,900 196,900 
  賃  借  料(事業) 375,603 375,603 
  減価償却費(事業) 880,936 
  保  険  料(事業) 19,200 19,200 
  租税  公課(事業) 10,000 35,000 
  研  修  費(事業） 35,000 35,000 
  広告宣伝費（事業） 26,400 26,400 
  支払手数料(事業) 2,215 87,471 112,687 
  雑      費(事業) 24,627 24,627 
    その他経費計 8,201,786 5,595,412 28,861,758 

      合計 8,201,786 17,729,683 41,743,503 

事業費の内訳（別紙）
2022年 6月30日 現在NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 64,880 
      小口  現金 16,188 
      普通  預金 35,317,850 
        ゆうちょ (969,000)
        ユニゾンJNB (2,482,349)
        朝日信金 (3,577,106)
        PayPay (5,171,471)
        みずほ（管理） (23,117,924)
      定期  積金 1,100,000 
        朝日信金＠10万 (1,100,000)
        現金・預金 計 36,498,918 
    （売上債権）
      外部預け金 7,666 
        売上債権 計 7,666 
    （その他流動資産）
      前  払  金 676,500 
      前払  費用 143,000 
        その他流動資産  計 819,500 
          流動資産合計 37,326,084 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      機械及び装置 2,601,315 
      什器  備品 1,811,103 
      減価償却累計額 △ 3,574,975 
        什器　備品 (△ 1,620,664)
        機械及び装置 (△ 1,954,311)
        有形固定資産  計 837,443 
    （無形固定資産）
      ソフトウェア 2,192,761 
        無形固定資産  計 2,192,761 
    （投資その他の資産）
      出資金 10,000 
      敷      金 400,000 
        投資その他の資産  計 410,000 
          固定資産合計 3,440,204 
            資産合計 40,766,288 

  【流動負債】
    短期借入金 18,141,000 
    預  り  金 371,036 
      源泉所得税 (371,036)
    未払費用 1,544,318 
    仮  受  金 159,000 
      流動負債合計 20,215,354 
        負債合計 20,215,354 

        正味財産 20,550,934 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2022年 6月30日 現在全事業所


