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平成 30 年度事業報告書 

特定非営利活動法人 ZUTTO 
 
Ⅰ 事業期間 
  平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 
 
Ⅱ 事業の成果 
 地方創生推進交付金事業では、本取組みを通じて就労困難なシングルマザーや、就労経

験の少ない若者、高齢者を積極的に採用することができ、それぞれがスキルアップにつ

ながるための事業として経験を積むことができた。 
居場所等生活再生支援事業（くらし応援室事業）では、若者から中高年の人々が、曜

日により異なる様々なプログラムに参加し、生活リズムを整え、人や地域とつながるこ

とによって、元気を取り戻し、就労に向けたステップに進んでいる。また、就労に向け

ての実習というだけでなく、活動がなくても訪れる人が増加したのも目立った。  
子ども食堂は丸 3 年目を迎え、様々な課題を抱えた子どもたちの居場所となっている。

11 月の 50 回記念パーティは、地域の民生委員会と共催で地域の人々や学校との連携がさ

らに進んだ。 
地域情報ポータルサイトの営業、企画、運営事業では、継続雇用している中で事業者

の情報だけでなく、市内の出来事や様々な市民活動のイベントの告知やレポートを発信。

市民に親しまれている。 
 
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】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、生産地の行政機関又は就

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。広報活動の仕組みを構築すること。 
【実施場所】豊中市庄内西町「青空マーケット」 

   【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】20,816,005 円 
   【費  用】20,816,005 円 
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 （2）【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】豊中市からの委託を受け、生活困窮者などが自立できるよう、病気療養

や障害や引きこもりなどの理由のために、仕事に遠い人々の居場所を運

営している。就労を目指す若者から中高年までの人々が、パソコンや料

理、手作業などの活動に参加した。定期的に外出し、人と触れ合うこと

で、生活リズムを整え、社会性や自信を向上し、就労に向けた次のステ

ップに進んだ。 
  【実施場所】豊中市庄内西町 居場所工房ぐーてん 
  【実施日時】4 月～3 月 火～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】9,159,462 円 
  【費  用】9,159,462 円 

 
(3)【事 業 名】自主事業 

       （まいぷれとよなか、フリーマーケット、子ども食堂） 

  【内  容】まいぷれとよなかは豊中市内約 300件の事業者の情報を有料掲載してき

た。地域密着型ポータルサイトとしての役割を担ってきたが、平成 30年

7月、運営を他者にゆだねることになった。 

フリーマーケットは、2～3ヵ月に一度の割合で開催。地域の人にも認知

され、開催時にはオープン前から開店を待つ人も増えるほどの盛況である。

子ども食堂では、子どもだけで夜を過ごす子どもや、居場所のない子ども

や親のために、子ども食堂を 30回開催。夏休み特別企画として、庄内地

区民生児童委員会と庄内校区福祉委員会と共催で、昼に庄内コミュニティ

プラザで開催し、105人が参加した。、延べ子ども 511人、大人 386人、計

897人が参加。豊中市社会福祉協議会、庄内小学校、第六中学校と連携し

た。 

  【実施場所】豊中市庄内西町 ぐーてん、庄内コミュニティプラザ 

  【実施日時】4月～3月 子ども食堂は月 2回から 3回開催 通常 17時～20時  

  【事業対象】地域住民、子どもと保護者 

  【収  益】11,594,563 円 

  【費  用】11,208,993 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 320,666

　普通預金　 6,233,223

　郵便局　通常郵便貯金 2,166,562

商品 133,499

未収入金 1,451,679

前払金 142,000

仮払金 17,255

2 　固定資産

附属設備 1,036,423

什器備品 291,787

3 　投資その他の資産

保証金 75,000

11,868,094

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

未払金 4,587,693

預り金 439,302

未払消費税等 819,200

未払法人税等 80,000

長期借入金 1,800,000

7,726,195

4,141,899

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30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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 320,666 未払金　 （注５） 4,587,693

預金　　　（注１） 6,233,223 預り金　 （注６） 439,302

郵便貯金 2,166,562 未払消費税等 819,200

（現金・預金合計） 8,720,451 未払法人税等 80,000

長期借入金 1,800,000

商品 133,499 （流動負債合計） 7,726,195

未収入金  （注２） 1,451,679

前払金　　（注３） 142,000 Ⅲ　正味財産の部

仮払金　　（注４） 17,255 前期繰越正味財産 3,836,329

（流動資産合計） 1,744,433 当期正味財産増加額 305,570

（正味財産合計） 4,141,899

　　2　固定資産

附属設備 1,036,423

什器備品 291,787

（有形固定資産合計） 1,328,210

3 投資その他の資産

保証金 75,000

（投資その他の資産合計） 75,000

11,868,094 11,868,094

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　　　  　　3,398,744円　

　　  三菱東京UFJ銀行　大阪営業部（庄内）   　　55,164円　

　　　池田泉州銀行　　　　　　 　　　　　　　2,779,315円

注２）豊中市　　　　　　　　　　　   　867,379円

　　　情報の輪サービス㈱　　  　400,700円

　　　夢プロ実行委員会　　  　　183,600円

注３）家賃　      　　　 142,000円

注４）仮払金     　　　 　　　　17,255円

注５）人件費 1,544,559円

　　　外注費 2,769,810円

　　　通信費 26,163円

　　　水道光熱費 63,400円

　　　支払手数料 678円

　　　売上返金 183,083円

注６）社会保険料 267,605円
　　　源泉所得税 146,997円
　　　市府民税 24,700円

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31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



　                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             　 （単位：円）

科　　　　　目 備　　考

事業活動収入の部

　１．会費収入 115,000 115,000 10,000×10名、賛助会員3,000×5名

　　　受取寄附金 1,059,600 1,059,600 こども食堂他

　２．事業収入

　　　A:委託事業

          委託事業 29,975,467 29,975,467 豊中市（2）事業

　　　B:自主事業部門

          自主事業 5,254,866 まいぷれとよなか、フリーマーケット

　　　　　自主事業（物産売上） 3,873,962 9,128,828

  ３．助成金等収入 264,900 264,900 オリックス財団

　４．雑収入

　　　　雑収入 892,648

　　　　受取利息 88

　　　　期末商品棚卸高 133,499 1,026,235

当期収入合計 41,570,030

事業活動支出の部

　１．事業費

　　 A:委託事業

       (1)人件費 豊中市（2）事業

　　　　　給料手当 21,040,914

　　　　　法定福利費 1,682,414

　　　　　通勤交通費 1,133,397

　　　　　人件費計 23,856,725

　　  (2)その他経費

　　　　　研修費 15,000

　　　　　福利厚生費 13,757

　　　　　修繕費 169,484

　　　　　委託料 1,350,000

　　　　　広告宣伝費 144,000

　　　　　旅費交通費 166,982

　　　　　通信費 358,517

　　　　　消耗品費 562,608

　　　　　事務用品費 224,297

　　　　　水道光熱費 605,275

　　　　　図書印刷費 25,858

　　　　　支払手数料 98,621

　　　　　運賃 5,057

　　　　　賃借料 432

　　　　　家賃 1,692,000

　　　　　リース料 571,684

　　　　　保険料 110,170

　　　　　報酬 5,000

　　　　　その他経費計 6,118,742

　　　事業費計 29,975,467

　２.管理費

　　　 B：自主事業部門

　　　　　期首商品棚卸高 147,468

　　　　　物産仕入 2,929,259

　　　　　法定福利費 42,294

　　　　　研修費 143,000

　　　　　外注費 3,253,025

　　　　　広告宣伝費 70,000

　　　　　会議費 42,840

　　　　　旅費交通費 144,176

　　　　　通信費 399,795

　　　　　消耗品費 205,935

　　　　　水道光熱費 36,106

　　　　　図書印刷費 30,532

　　　　　支払手数料 477,298

　　　　　運賃 17,416

　　　　　賃借料 23,562

　　　　　リース料 5,888

　　　　　保険料 8,990

　　　　　報酬 816,832

　　　　　租税公課 1,775,800

　　　　　雑費 392,000

　　　　　減価償却費 201,394

　　　　　支払利息 45,383

　　　管理費計 11,208,993 11,208,993

　　　　当期支出合計 41,184,460

　　　　法人税・住民税及び事業税 80,000

　　　　当期収支差額 305,570

　　　　前期繰越収支差額 3,836,329

　　　　次期繰越収支差額 4,141,899

平成３０年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

　　　（特定非営利活動法人ＺＵＴＴＯ）

金　　　　　額
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