
特定非営利活動法人　大阪自然史センター
（単位：円）

Ⅰ 【経常収益】

１． 受取会費

正会員会費 51,000

賛助会員会費 108,000 159,000

２． 受取寄附金

友の会事業寄附金 1,046,860

457,129

調査・研究受託事業寄附金 5,000

普及教育事業寄附金 855,130

施設運営管理事業寄附金 19,980

その他の寄附金 1,397,788 3,781,887

３． 受取助成金等

大阪バードフェスティバル協賛金 1,750,000

地球環境基金 2,903,000

花博記念協会助成金 205,000

2,950,000

1,000,000

709,800

246,293 9,764,093

４． 事業収益

友の会事業収益 5,316,329

ミュージアムサービス事業収益 24,641,523

ボランティア事業収益 0

出版事業収益 0

調査・研究受託事業収益 4,410,600

普及教育事業収益 10,736,601

1,165,000

施設運営管理事業収益 54,290,826 100,560,879

５． その他収益

雑収益 74,371

受取利息 3,801

棚卸資産増加金額 12,527,982 12,606,154

経常収益合計 126,872,013

Ⅱ 【経常費用】

１． 事　業　費

（1） 人　件　費

給料手当 24,987,482

臨時雇賃金 19,297,823

法定福利費 4,214,311

人件費合計 48,499,616

（2） その他経費

諸謝金 3,343,971

外注費 0

旅費交通費 3,064,213

会議費 47,520

消耗品費 2,959,795

印刷製本費 4,679,791

光熱水道費 9,903,960

燃料費 11,879

修繕費 2,399,851

通信運搬費 2,242,893

保険料 217,045

委託料 9,672,068

賃借料 1,490,500

助成金 350,000

租税公課 2,135,486

雑費 2,412,543

仕入費 13,865,060

減価償却費 2,782

棚卸資産減少金額 13,566,782

その他経費合計 72,366,139

事業費合計 120,865,755

自然保護・自然環境保全に関する事業寄附金

自然保護・自然環境保全に関する事業収益

平成27年度　活動計算書
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

科　　　　　目 金　　　　　額

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（地域における草の根活動支援事業）

Panasonic NPOサポートファンド

子どもゆめ基金



特定非営利活動法人　大阪自然史センター
（単位：円）

平成27年度　活動計算書
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

科　　　　　目 金　　　　　額

２． 管　理　費

（1） 人　件　費

給料手当 2,595,491

臨時雇賃金 646,271

法定福利費 738,809

人件費合計 3,980,571

（2） その他経費

諸謝金 388,000

旅費交通費 366,870

会議費 22,850

消耗品費 86,111

印刷製本費 20,040

通信運搬費 201,314

保険料 207,845

委託料 450,000

租税公課 2,153,715

負担金支出 61,261

中退共掛金 120,000

雑費 45,462

税務顧問及び給与計算料 540,000

その他経費合計 4,663,468

管理費合計 8,644,039

経常費用合計 129,509,794

当期経常増減額 -2,637,781

税引前当期正味財産増減額 -2,637,781

当期正味財産増減額 -2,637,781

前期繰越正味財産額 40,077,395

次期繰越正味財産額 37,439,614



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 18,230,610

商 品 12,527,982

売 掛 金 185,590

未 収 入 金 16,629,026

仮 払 金 960,554

流動資産合計 48,533,762

２． 固　定　資　産

有形固定資産

什 器 備 品 5,566

有形固定資産合計 5,566

固定資産合計 5,566

資産の部合計 48,539,328

Ⅱ 【負債の部】

１． 流　動　負　債

未 払 金 3,390,315

預 り 金 5,956,399

仮 受 金 1,753,000

流動負債合計 11,099,714

負債の部合計 11,099,714

Ⅲ 【正味財産の部】

前期繰越正味財産 40,077,395

当期正味財産増減額 -2,637,781

正味財産の部合計 37,439,614

負債及び正味財産合計 48,539,328

平成27年度　貸借対照表
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

科　　　　　目 金　　　　　額



 

平成 27 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 28 年 1 月 27 日 

 

             特定非営利活動法人 大阪自然史センター 

                                            理事長  梅原 徹 

  平成 27 年 12 月 31 日現在 

資産の部  

流動資産 48,533,762 

 現金・預金 18,230,610 

 仮払金 960,554 

 棚卸資産（商品） 12,527,982 

 未収入金 16,629,026 

 売掛金 185,590 

  

固定資産 5,566 

 備品 5,566 

   

資産合計 48,539,328 

負債の部  

流動負債 11,099,714 

 未払い金 3,390,315 

 預り金 5,956,399 

 仮受金 1,753,000 

   

負債合計 11,099,714 

   

正味財産合計 37,439,614 
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