
特定非営利活動法人　大阪自然史センター
収支計算書
平成23年度（2011年）決算

（収入の部） 平成23年（2011年）

大科目 中科目 小科目 決算

（1）受取会費 正会員会費 57,000
賛助会員会費 105,000 162,000

（2）受取寄付金       寄付金 766,091
（3）助成金等 助成金 1,308,185 2,074,276
（4）事業収益 ボランティア事業収益 ボランティア事業委託費 2,423,904

実費弁償費 0
デジタルミュージアム事業収益 1,922,550
普及教育事業収益 3,747,500

行事参加費など 664,988
調査研究事業収益 2,670,000 11,428,942
博物館維持管理事業収益 0
友の会事業収益 会員数　一年会員（人） 1,463

会員数　４月会員（人） 73
会員数　半年会員（人） 71
会員数　10月会員（人） 46
友の会普通会員会費 4,694,250
友の会賛助会員会費 144,000
Nature Study売上 242,739
広告収入 80,000
友の会寄付金 578,788
雑収入 197,144
友の会前年度より繰越 520,063 6,456,984

関西自然保護機構事業収益 正会員会費 787,000
賛助会員会費 800,000
受託研究費 0
寄付金 0
刊行物売上 119,000
雑収入 1,000
受取利息 1,811
四手井賞特別会計より繰入 0
前年度より繰入 470,591 2,179,402

ミュジアムサービス事業収益 出版物販売事業受託費 1,351,350
友の会刊行物売上 530,153
友の会グッズ売上 2,568,828
販売物売上 14,261,715
ネットショップ売上 531,380
割引金 -215,084 19,028,342

芥川緑地資料館運営事業収益 芥川緑地資料館指定管理料 49,000,000
雑収入 58,868
受取利息 2,041 49,060,909
（あくぴ委託事業分収入合計） 49,060,909
自主事業収入 553,054 553,054

（5）その他収益 雑収入 775,926
受取利息 1,129 777,055
受取消費税
繰入金収入 事業準備金より繰入
前期繰越収支差額 NPO前年度より繰越 6,269,065 6,269,065 97,990,029
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特定非営利活動法人　大阪自然史センター
収支計算書
平成23年度（2011年）決算

(支出の部） 平成23年（2011年）
大科目 中科目 小科目 決算

（1）事業費 友の会事業費 臨時雇賃金 友の会アルバイト給料 1,080,000
諸謝金 評議員会費 220,000

観察指導費 510,040
消耗品費 友の会消耗品費 300,973
印刷製本費 Nature Study刊行制作費 2,371,781
通信運搬費 友の会通信費 1,462,549
雑費 友の会雑費 278,710 6,224,053

関西自然保護機構事業費 臨時雇賃金 KONCアルバイト給料 714,000
諸謝金 セミナー等開催費 15,000
旅費交通費 会議費など 45,984
消耗品費 KONC消耗品費 1,156
印刷製本費 会誌印刷費 828,187
通信運搬費 KONC通信費 117,045
調査研究費 調査研究費 0
助成金支出 研究助成金 340,000

四手井賞 50,000
租税公課 362
KONC雑費 KONC雑費 0 2,111,734

ボランティア事業費 交通費 補助スタッフ経費 856,300 856,300
実費弁償費返却 0

デジタルミュジアム事業 臨時雇賃金 1,687,761
旅費交通費
消耗品費 94,333 1,782,094

普及教育事業費 給料手当
臨時雇賃金 2,929,766
福利厚生費
諸謝金 370,701
旅費交通費 207,080
消耗品費 214,873
印刷製本費 485,239
通信運搬費 63,445
雑費 0 4,271,104

調査研究事業費 臨時雇賃金 16,000
諸謝金 995,360
旅費交通費 213,318
消耗品費 397,613
印刷製本費
通信運搬費 5,912
委託料
雑費 6,720 1,634,923

芥川緑地資料館等管理事業費 給料手当 14,005,237
臨時雇賃金 7,996,712
福利厚生費 2,311,591
諸謝金 577,762
旅費交通費 211,030
会議費 70,500
消耗品費 664,088
印刷製本費 240,148
光熱水道費 10,117,178
燃料費 15,951
修繕費 2,208,082
通信運搬費 225,143
保険料 206,695
委託料 8,518,052
賃借料 40,000
租税公課 1,148,306
雑費 171,766 48,728,241
自主事業支出 雑費 747,606 747,606

ミュジアムサービス事業費 給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
仕入費 販売物仕入費＋グッズ製作費 12,492,278
雑費 ネットショップ経費 1,151,721 13,643,999

出版事業費 印刷製本費 刊行制作費 659,400 659,400
編集委託費 東海出版　編集作業など

（事業費合計） 80,659,454 80,659,454
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特定非営利活動法人　大阪自然史センター
収支計算書
平成23年度（2011年）決算

(支出の部） 平成23年（2011年）
大科目 中科目 小科目 決算

（2）管理費 給料手当 4,021,783
臨時雇賃金 3,282,712
福利厚生費 1,262,850
旅費交通費 138,680
消耗品費 445,787
通信運搬費 278,023
保険料 205,310
租税公課 666,926
負担金支出 33,515
寄付金 307,638
雑費 464,448 11,107,672
（管理費合計） 11,107,672 11,107,672

（3）特定預金支出 中退共掛金 240,000
退職一時金 57,420 297,420

（4）次期繰越収支差 5,925,483 5,925,483 97,990,029
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特定非営利活動法人　大阪自然史センター

（単位：円）

Ⅰ 【資産の部】

１． 流　動　資　産

現 金 及 び 預 金 20,411,970

商 品 12,251,711

仮 払 金 608,269

流動資産合計 33,271,950

２． 固　定　資　産

有形固定資産

什 器 備 品 17,155

減 価 償 却 累 計 額 -500,000

有形固定資産合計 -482,845

固定資産合計 -482,845

資産の部合計 32,789,105

Ⅱ 【負債の部】

１． 流　動　負　債

未 払 金 524,770

預 り 金 5,169,986

流動負債合計 5,694,756

負債の部合計 5,694,756

Ⅲ 【正味財産の部】

利益剰余金 27,094,349

正味財産の部合計 27,094,349

負債及び正味財産合計 32,789,105

平成23年度　貸借対照表
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

科　　　　　目 金　　　　　額



平成 23 年度 財産目録 

 

                 特定非営利活動法人 大阪自然史センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：円) 

上記のとおり相違ありません。 

 

            平成 25 年 8 月 31 日 

 

             特定非営利活動法人 大阪自然史センター 

 

                                        理事長 谷 田 一 三 

  平成 23 年 12 月 31 日現在 

資産の部   

流動資産 33,271,950 

 現金・預金 20,411,970 

 仮払金 608,269 

 棚卸資産（商品） 12,251,711 

    

固定資産 -482,845 

 備品 17,155 

 減価償却累計額 -500,000 

    

資産合計 32,789,105 

負債の部   

流動負債 5,694,756 

 未払い金 524,770 

 預り金 5,169,986 

   

負債合計 5,694,756 

    

正味財産合計 27,094,349 
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