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平成 28 年度事業報告書 

特定非営利活動法人 ZUTTO 
 
Ⅰ 事業期間 
  平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 
 
Ⅱ 事業の成果 
 地方創生推進交付金事業では、農業や漁業等の第一次産業従事人材の育成やマッチング

を行うと共に、豊中市やその周辺地域において物産を取扱う飲食店を開拓、その拠点を

持つことによって地方とのつながりもでき雇用の創出にもつながった。 
くらし応援室事業では、若者から中高年までの人が曜日ごとの決まったプログラムに参

加し、今後の仕事に向けてのチャレンジの場とし、又、生活リズムを整えることにも役

立っている。  
子ども食堂の開催では、参加している子どもたちの小中学校の先生の来訪があったり、

地域の中での認知度も徐々に高くなってきており、地域で子どもを見守ることにもつな

がっている。 
地域情報サイトの営業、企画、運営事業では、継続雇用している中で既存掲載店との連

携もうまくとれ新規の掲載店も微増している。 
 
Ⅲ 事業の実施状況 
 1 特定非営利活動に係る事業 

（1）【事 業 名】講演・講座活動 
  【内  容】人権絵本を使ったワークショップや人権文化のまちづくり講座の開催 
  【実施場所】大阪市内幼稚園、豊中市内中学校、すてっぷ 
  【実施日時】7 月 1 回、1 月 3 回 
  【事業対象】幼稚園教諭、小中高等学校関係者他 
  【収  益】 40,000 円 
  【費  用】    0円 

 
（2）【事 業 名】地方創生推進交付金事業 

一億総活躍社会実現のための豊中チャレンジ就労支援事業 
「農・林・漁・畜産等従事人材育成・マッチング 6 次産業化事業」業務 

   【内  容】農業や漁業等の第一次産業従事人材の育成、生産者の行政機関又は就

農等の支援組織、生産者など本事業の現地パートナーとなるものとの関

係性を構築。豊中市と連携を図りながら、人材の雇用創出、将来的に本

事業を担うことができる人材を育成すること。物産を取扱う飲食店等を

開拓すること。 
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【実施場所】豊中市庄内西町 
   【実施日時】4 月～3 月 月～土 
   【事業対象】若者や母子家庭の母等就労困難者 
   【収  益】23,227,778 円 
   【費  用】23,227,778 円 
 

 （3）【事 業 名】居場所等生活再生支援事業（被保護者就労準備支援事業） 
  【内  容】本事業は大阪府豊中市からの委託を受け、生活困窮者等の自立に向けて

の支援を行う事業である。若者から中高年まで、仕事につくまでのワン

ステップをこの居場所で体験、また社会との接触が希薄になりがちな人

たちの集まりの場として活用。人間関係づくりに苦手意識のある人たち

が各プログラムに参加し、社会性や日常生活面での意欲助長を図るなど、

参加者の自立を目指し毎週のプログラムを決めて取り組んだ。 
  【実施場所】豊中市庄内西町 ぐーてん 
  【実施日時】4 月～3 月 月～金 

 【事業対象】人間関係が希薄であったり、健康状態が不安定、就労に向けての実習に

継続的に参加することが困難である若者 
  【収  益】9,419,263円 
  【費  用】9,419,263円 

 
(4)【事 業 名】ぐーてん子ども食堂 

 

  【内  容】親の長時間労働などのため、子どもだけで夕食を食べ、夜を過ごす子ど

もや、貧困のため十分な食事が取れない子どもや、学校や家庭に居場所

のない子どもや保護者のために、子ども食堂を開催。 

  【実施場所】豊中市庄内西町 ぐーてん 

  【実施日時】4月～3月 月 2回開催 17時～20時 

  【事業対象】庄内近郊に住む主に小中学生 

  【収  益】1,142,306 円 

  【費  用】  602,358円 

 

（5）【事 業 名】自主事業（まいぷれとよなかとフリーマーケット） 

  【内  容】本事業は平成 25年度企業支援型地域雇用創造事業として創業し、平成 26

年 10 月以降は自立して事業継続している豊中市の地域情報サイトである。 

市内のイベントや市民活動等の情報のほか、約 136 の事業者の情報を掲

載し、その掲載料や web管理費等を収入源として運営している。 

フリーマーケットは 2～3ヵ月に 1回の割合で開催。地域の人々も楽しみ

な様子でリピーターもいる。 
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  【実施場所】豊中市庄内事務所及びぐーてん 

  【実施日時】月～金 9時～18時 

  【実施対象】豊中市で事業を営む店舗、事業所、地域の方々 

  【収  益】6,854,434 円 

  【支  出】5,981,666 円 

 

Ⅳ 社員総会の開催 

   別添資料のとおり 



Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

現金預金

　預金　現金手許有高 456,214

　普通預金　 13,513,132

　郵便局　通常郵便貯金 742,705

商品 205,901

未収入金 1,212,232

前払金 124,000

仮払金 40,000

2 　固定資産

附属設備 1,244,947

什器備品 7,981

3 　投資その他の資産

保証金 375,000

17,922,112

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

預り金 249,658

未払金 5,404,970

短期借入金 2,600,000

長期借入金 4,100,000

未払消費税等 847,900

未払法人税等 80,000

13,282,528

4,639,584

会計書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正

ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

負債合計

正味財産

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年3月31日現在

　　　　　　　　　　　　 　（特定非営利活動法人　ZUTTO)　　　　　 　　　　（単位：円）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

資産合計



決　算　額 決　算　額

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債・正味財産の部

　　１　流動資産 　　１　流動負債

現金 456,214 預り金　 （注５） 249,658

預金　　　（注１） 13,513,132 未払金　 （注６） 5,404,970

郵便貯金 742,705 短期借入金 2,600,000

（現金・預金合計） 14,712,051 長期借入金 4,100,000

未払消費税等 847,900

商品 205,901 未払法人税等 80,000

未収入金  （注２） 1,212,232 （流動負債合計） 13,282,528

前払金　　（注３） 124,000

仮払金　　（注４） 40,000 Ⅲ　正味財産の部

（流動資産合計） 1,582,133 前期繰越正味財産 2,749,188

当期正味財産増加額 1,890,396

　　2　固定資産 （正味財産合計） 4,639,584

附属設備 1,244,947

什器備品 7,981

（有形固定資産合計） 1,252,928

3 投資その他の資産

保証金 375,000

（投資その他の資産合計） 375,000

17,922,112 17,922,112

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　　　  　　6,685,335円　

　　  三菱東京UFJ銀行　大阪営業部（庄内）  　　794,699円　

　　　池田泉州銀行 　6,033,098円

注２）豊中市　　　　　　　　　1,062,232円

　　  　情報の輪サービス㈱    150,000円

注３）家賃　      　　　 124,000円 松田（59,000）、高橋（65,000）

注４）仮払金     　　　 　　　40,000円 青空マーケット釣銭

注５）社会保険料 155,663円

　　　源泉所得税 93,995円

注６）人件費 1,633,675円

　　　外注費 1,248,600円

　　　通信費 20,709円

　　　消耗品費 19,500円

　　　売上返金 2,482,486円

くらし応援室（884,232）、子ども食堂（178,000）

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人　ZUTTO)　　　　　　　　　　 　（単位：円）

借　　　　方 貸　　　方

資産合計 負債及び正味財産合計



　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定非営利活動法人ＺＵＴＴＯ） （単位：円）

科　　　　　目 備　　考

Ⅰ経常収益

　１．受取会費 118,000 118,000 10,000×10名　　3,000×6名

　２．受取寄附金 541,906 541,906

　３．受取助成金等 178,000 178,000 豊中市ゆめ基金

　４．事業収益

　　　　　居場所等生活再生支援事業 9,419,263

　　　　　マッチング事業 23,227,778

          子ども食堂 422,400

　　　　　講演・講座活動 40,000

　　　　　自主事業 6,854,434 39,963,875

　５．その他収益

　　　　雑収入 319,606

　　　　受取利息 74 319,680

経常収益計 41,121,461

Ⅱ経常費用

　１．事業費

　　　　（1）人件費 18,577,353

　　 　　　　法定福利費 1,702,378 20,279,731

　　 　（2）その他の経費

　　　　　 　活動交通費 967,089

　　　　　　 福利厚生費 8,430

             通信費 346,084

　　　　 　　消耗品費 1,178,169

　　　 　　　事務用品費 413,446

　　　 　　　水道光熱費 149,678

　　 　　　　図書印刷費 117,922

　　 　　　　支払手数料 443,267

　　　 　　　運賃 121,716

　　　　 　　賃借料 3,142,362

　　　　　　 研修費 448,199

　　　　 　　家賃 1,871,499

　　　　 　　雑費 384,186

　　　　 　　委託料 1,110,000

             会議費 3,000

　　　　 　　外注費 3,125,293

　　　 　　　広告宣伝費 880,341

　　　　　　 保険料 192,889

　　　　事業費計 14,903,570

　２．管理費 　

　　 　（1）人件費 0

            法定福利費 0 0

　　 　（2）その他の経費

　　　　　　 売上原価 779,916

　　　 　　　通信費（電話・FAX） 442,004

　　　 　　　消耗品費 54,960

 　　　　　　支払手数料 94,326

　　　　　 　外注費 93,071

　　　　 　　会議費 95,048

             運　賃 16,442

　　　　 　　雑　費 33,940

　　　　　　 家　賃 126,001

　　　　　　 交通費 10,430

　　　　　　 水道光熱費 163,598

　　　　　　 広告宣伝費 119,577

　　　　　　 図書印刷費 85,773

　　　　　　 租税公課 1,672,750

　　　　　　 支払利息 67,686

　　　　　　 減価償却 112,242

　　　　　　 法人税・住民税及び事業税 80,000

　　　　管理費計 4,047,764

経常費用計 39,231,065

当期正味財産増減額 1,890,396

前期繰越正味財産額 2,749,188

次期繰越正味財産額 4,639,584

平成２８年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

金　　　　　　　　　額
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