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第1号議案　　平成25年度事業報告

１　　事業活動報告

　　　（１）　事業内容

①

②

③

特に加須市からの転入者については、訪問を含め頻度の高い支援が必要となっている

④

が出来たことで今後の展開に期待が持てるようになった

２　　事業の実施に関する事項
　　　（１）　特定非営利活動に係る事業

定款の 従事者 受益対象者の

事業名 の人数 範囲及び人数

①まちづくり団体 勿来ひと・まち未来会議への支援 通年 400,000

への支援・相談・

提言

②まちづくりに HP作成 通年 149,625

関する調査・研究・

情報発信

③まちづくりに なこその希望アートフェス2014 3月9日 勿来市民会館その他 120人 800人 1,800,000

関するイベント等 いわき市勿来地区の津波被災者が

の企画立案及び 実体験を未来に遺すタイムカプセル事業 通年 勿来地区内 45人 1284人 2,800,000

運営

⑥災害救助に関する 双葉町関連事業 通年 3人 延べ192人 800,000

支援事業 なこそ復興プロジェクト支援 通年 事務所 3人 延べ7704人 650,000

なこそ交流スペース支援 通年 事務所 3人 延べ720人 344,020

1．『秋風と管楽の響き』 10月 吹風殿 20人 一般希望者 0

～サクソフォーンアンサンブルの調べ～ 　　300人

　　（２）その他の事業

定款の 従事者 受益対象者の

事業名 の人数 範囲及び人数
事業内容 実施日時 実施場所 支出額

事業内容 実施日時 実施場所 支出額

サロン活動においては、岩間町サロンが外に向かっての発信力を備え始めたことと新たに双葉町

サロンが開始することになった。また子育て世代の母親向けに「ママサロン」も開始した。

で、内容の充実した事業を行うことが出来た。

双葉町役場いわき事務所の開設によって、双葉町が抱える課題についても取り組みを開始した。

岩間町に出来る防災緑地の利活用について、ワークショップを通して復興公園の内容を盛り込むこと

平成25年度事業報告

なこその希望アートフェス2014は、多くのマスコミの関心を呼び、被災地の元気を発信出来たこと
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第2号議案　　

Ⅰ資産の部

　１流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　現金手許有高

　　　　普通預金常陽銀行 植田支店 152,958

　　　　普通預金常陽銀行決済専用型 植田支店 0

　　　　普通預金東邦銀行 植田支店 316,717

　　　　普通預金東邦銀行決済用口座 植田支店 5,285,141

　　　　普通預金東北労働金庫 勿来支店 279,304

6,034,120

　2固定資産

0

　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 6,034,120

Ⅱ負債の部

　１流動負債

0

　　　　　　流動負債合計 0

　２固定負債

0

　　　　　　　固定負債合計 0

　　　　　　　負債合計 0

6,034,120

　　　　　　　　正味財産 6,034,120

金　　　額（単位：円）　　科　　目　・　摘　　要

平成25 年度　特定非営利活動に係る会計財産目録
平成26年3月31日現在
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第2号議案　　

Ⅰ資産の部

　１流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　現金手許有高

　　　　普通預金常陽銀行 植田支店 152,958

　　　　普通預金常陽銀行決済専用型 植田支店 0

　　　　普通預金東邦銀行 植田支店 316,717

　　　　普通預金東邦銀行決済専用型 植田支店 5,285,141

　　　　普通預金東北労働金庫 勿来支店 279,304

6,034,120

　2固定資産

0

　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 6,034,120

Ⅱ負債の部

　１流動負債

0

　　　　　　流動負債合計 0

　２固定負債

0

　　　　　　　固定負債合計 0

　　　　　　　負債合計 0

Ⅲ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産

　　　当期正味財産増加額（減少額）

　　　　　　正味財産合計 6,034,120

　　　　　　　負債及び正味財産合計 6,034,120

平成25年度　特定非営利活動に係る会計貸借対照表
平成26年3月31日現在

科　　目　・　摘　　要 金　　　額（単位：円）　　
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第2号議案　　

Ⅰ資産の部

　１流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　現金手許有高

　　　　普通預金常陽銀行 植田支店 0

　　　　　　　流動資産合計 0

　2固定資産

0

　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 0

Ⅱ負債の部

　１流動負債

0

　　　　　　流動負債合計 0

　２固定負債

0

　　　　　　　固定負債合計 0

　　　　　　　負債合計 0

0

　　　　　　　　正味財産 0

平成25年度　その他の事業に係る会計貸借対照表
平成26年3月31日現在

科　　目　・　摘　　要 金　　　額（単位：円）　　



9

第2号議案　　平成25年度決算報告

Ⅰ経常収入の部

　１会費収入

　　個人会費(@2,000×7) 平成25年度分 14,000

　　個人会費(@2,000×2) 新入会員2名 4,000

　　団体会費(@12,000×0) 平成25年度分 0

　　　　　　　会費収入合計 18,000

　２事業収入 0

　　　　　　　事業収入合計 0

　３助成金収入

　　・絆をつなぐプロジェクト 福島県 675,340

　　・H24度分農と福祉の連携事業 いわき市 1,008,000

　　・いわき勿来地区の津波被災者が実体験を未来に 全日本社会貢献団体機構 2,000,000

　　　遺すタイムカプセル事業

　　・双葉町役場いわき事務所との連携による双葉町が 現地NPO応援基金　JT　日本NPOセンター 4,130,000

　　　抱える課題への支援事業

　　・進化と混迷を深める被災者サロンへの支援プログラム ジャパンプラットフォーム 6,500,000

　　・なこそ交流スペースでのサロン活動支援事業 地域創造ファンド　三菱重工　みやぎ・ふくしまF 100,000

　　　　　　　助成金収入合計 14,413,340

　４その他

　　寄附金

　　　活動支援金 能村理恵子氏、宇部バスツアー 12,000

　　　活動支援金 1,271,600

　　　

　　　　　　　活動支援金収入合計 1,283,600

　　雑収入

　　　事業費の戻り 1,340,725

　　　緊急雇用助成金 福島労働局 450,000

　　　原子力給付金 8,112

　　　　利息 597

　　　　　　　雑収入合計 1,799,434

　　　　　　経常収入合計 17,514,374

Ⅱ経常支出の部

　１事業費

　　①まちづくり団体への支援・相談・提言 勿来ひと・まち未来会議運営費 400,000

　　②まちづくりに関する調査・研究・情報発信 HP作成料 149,625

　　③まちづくりに関するイベント等の企画立案 なこその希望アートフェス2014 1,800,000

　　　及び情報発信 タイムカプセル事業 2,800,000

　　⑥災害救助に関する支援事業 双葉町役場いわき事務所との連携事業 800,000

　　　　なこそ復興プロジェクト活動支援 運営費 650,000

　　　　なこそ交流スペース活動支援 サロン活動支援 344,020

　　　　　　　事業費合計 6,943,645

　２管理費

　　　　人件費 給与 5,403,550

　　　　水道・光熱費 154,850

　　　　事務通信費 電話代、コピー代 446,633

　　　　家賃代 865,140

　　　　会費 南振協、勿来ひと・まち未来会議、他 25,000

　　　　理事会謝金 30,000

　　　　車両費（保険、自動車税、車検） 保険、自動車税、車検等 342,714

　　　　社会保険、税務登記費用 554,233

　　　　慶弔費 渋谷幸廣氏生花代 13,500

　　　　郵送費 113,370

　　　　　　　管理費合計 7,948,990

　３雑費

　　　　事務用品費 180,808

　　　　振込手数料 5,460

　　　　諸経費 21,260

　　　　　　　雑費合計 207,528

　　　　　　　経常支出合計 15,100,163

　経常収支差額 2,414,211

　当期収支差額 2,414,211

　前期繰越収支差額 3,619,909

　次期繰越収支差額 6,034,120

金　　　額（単位：円）　　科　　目

平成25年度　特定非営利活動に係る事業　会計収支決算書
平成25年4月1日～平成26年3月31日まで
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第2号議案　　平成25年度収支決算その2

Ⅰ経常収入の部

　１会費収入

0 0

　２事業収入

　　物品販売事業 0 0

　３その他

0 0

　　経常収入合計 0

Ⅱ経常支出の部

　１事業費

　　物品販売事業費 0 0

　２管理費

0 0

　　経常支出合計 0

　経常収支差額 0

　当期収支差額 0

　前期繰越収支差額 0

　本事業への繰出し 0

金　　　額（単位：円）　　科　　目

平成25年度　その他の事業　会計収支決算書
平成25年4月1日～平成26年3月31日まで
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