
平成 31 年度事業報告書 

特定非営利活動法人 ZUTTO 

Ⅰ 事業期間 

  平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 

Ⅱ 事業の成果 

一昨年までの地方創生推進交付金事業「青空マーケット」を、今年度は自主事業として運

営した。本事業の目的のひとつである就労困難なシングルマザーや、中高齢者を積極的に

採用し、継続維持可能な事業となるよう、それぞれが新たな取り組みに挑戦した。 

今年度は「接客販売等体験事業」を受託。“青空マーケット”にて実施した。実習生は豊

中市より紹介を受け、ひとりひとりの体調面や生活面を配慮しながら、就労にむけての体

験事業となるよう進めた。実習生が就労体験を通じて、就労に移行したことは私たちの励

みとなった。 

居場所等生活再生支援事業（くらし応援室事業）では、体調面や生活面などで、就労に課

題のある人々が、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、様々

な体験をし、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、くらし応援室を卒業しても、つながりを維持し、孤立を防いでいる。

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、様々な課題を抱えた子どもたちの居場所となっている。9 月には第 100 回

を迎え、記念パーティを開催した。また、6 月より、小学校と連携の上、週 1 回の朝ごは

ん会を民生児童委員会と共催している。地域の人々や学校との連携をさらに進めること

ができた。 

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】接客販売等体験事業（被保護者就労準備支援事業） 

【内  容】販売店において、お客様への接客販売を体験する。掃除、挨拶、商品説

明、商品袋詰め、値段付け、会計などを体験し、簡単なコミュニケーシ

ョンを通して、社会とつながり、就労への第一歩とする。 

【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～金 

【事業対象】若者や母子家庭の母等就労困難者 

【収  益】3,052,249 円 

【費  用】3,052,249 円 



（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】体調面や生活面などに課題をかかえているが、就労を目指す人を対象と

し、豊中市からの委託を受けて、くらし応援室という居場所を運営してい

る。くらし応援室では、様々な年齢の人が、パソコン、料理、手作業、リ

クリエーション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、コミュニケーション力を向上したり、自信を取

り戻し、就労に向けて次のステップに進んだ。延べ 614人が参加した。 

  【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】就労を目指しているが、体調面や生活面などに課題があるため仕事に遠い

人 

  【収  益】9,496,316円 

  【費  用】9,496,316円 

(3)【事 業 名】自主事業

（青空マーケット、若者居場所、子ども食堂、夢プロ、フリーマーケッ

ト） 

 【内  容】青空マーケットでは、無農薬野菜販売店との契約により仕入れた野菜や

加工品などの物産と同時に雑貨コーナーを設けて販売を行ってきた。お

得意様もついてきて仕入日には賑わうこともある。 

若者居場所は、月曜日 10時～16時の開催。行きづらさを抱えた若者を

対象とし、料理、カードゲーム、アートなどの活動を行った。対人関係

に慣れ、生活リズムを整え、社会参加の一歩とした。延べ 139人が参加

した。 

フリーマーケットは、2～3ヵ月に一度開催。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 36回開催した。延べ子ども 494人、大

人 517人、計 1,011人が参加。1回あたりの平均参加者数は、子ども 14

人、大人 14人、計 28人。6月より、子ども対象の朝ごはん会を週 1

回、計 41回開催し、延べ 1,435人の子どもが参加した。1回あたりの平

均参加者数は、35人。庄内民生児童委員会、庄内小学校、第六中学校、

豊中市社会福祉協議会と連携した。 

子ども夢創造プロジェクトでは、小中学生を対象とした様々なプログラ

ム開催の事務局として、広報関係や受付業務を担った。

  【実施場所】豊中市庄内西町 青空マーケット、ぐーてん、 

子ども食堂朝ごはん会は庄内コミュニティプラザ 



    【実施日時】4月～3月 若者居場所は週 1回 10時～16時 

子ども食堂は月 3回開催 通常 17時～20時 

朝ごはん会は週 1回開催 通常 7時 50分～8時 15分 

  【事業対象】若者、地域住民、子どもと保護者 

  【収  益】9,845,476円 

  【費  用】11,049,437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 150,988

　普通預金　 3,032,535

　郵便局　通常郵便貯金 861,968

商品 54,169

未収入金 1,518,859

前払金 224,700

2 　固定資産

附属設備 932,161

什器備品 334,413

3 　投資その他の資産

保証金 45,000

7,154,793

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

短期借入金 2,390,000

未払金 1,065,357

預り金 150,998

未払消費税等 30,500

未払法人税等 80,000

長期借入金 500,000

4,216,855

2,937,938

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31年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2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　負債の部

　　１　流動資産 　　１　流動負債

現金 150,988 短期借入金 2,390,000

預金　　　（注１） 3,032,535 未払金　 （注４） 1,065,357

郵便貯金 861,968 預り金　 （注５） 150,998

（現金・預金合計） 4,045,491 未払消費税等 30,500

未払法人税等 80,000

商品 54,169 （流動負債合計） 3,716,855

未収入金  （注２） 1,518,859

前払金　　（注３） 224,700 　　2　固定負債

長期借入金 500,000

（流動資産合計） 1,797,728 （固定負債合計） 500,000

　　2　固定資産 Ⅲ　正味財産の部

附属設備 932,161 前期繰越正味財産 4,141,899

什器備品 334,413 当期正味財産増加額 -1,203,961

（固定資産合計） 1,266,574 （正味財産合計） 2,937,938

3 投資その他の資産

保証金 45,000

（投資その他の資産合計） 45,000

7,154,793 7,154,793

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　　　  　　900,747円　

　　  三菱東京UFJ銀行　大阪営業部（庄内）    630,117円　

　　　池田泉州銀行　　　　　　         　　1,501,671円

注２）豊中市　　　　　　　　　　　   1,038,492円

　　　情報の輪サービス㈱　　  　262,347円

　　　夢プロ実行委員会　　  　　183,600円

　　　高麗園 34,420円

注３）家賃　      　　　 142,000円

　　　仮払小口 80,000円

　　　　ボランティア保険 2,700円

注４）人件費 940,692円

　　　外注費 103,259円

　　　通信費 21,406円

注５）社会保険料 59,009円
　　　源泉所得税 66,089円
　　　市府民税 25,900円

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2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 126,000 126,000 正会員12名、賛助会員2名

　　　受取寄附金 1,153,233 1,153,233 子ども食堂他

　２．事業収入

　　　A:委託事業

          委託事業 12,548,565 12,548,565 豊中市（2）事業

　　　B:自主事業部門

          自主事業 5,358,401

　　　　　自主事業（物産売上） 2,495,873 7,854,274

  ３．助成金等収入 465,800 465,800 オリックス財団

　４．雑収入

　　　　雑収入 191,952

　　　　受取利息 48

　　　　期末商品棚卸高 54,169 246,169

当期収入合計 22,394,041

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 8,185,396

　　　　　法定福利費 893,013

　　　　　通勤交通費 601,839

　　　　　人件費計 9,680,248

　　  (2)その他経費

　　　　　修繕費 12,960

　　　　　委託料（外注費） 1,057,500

　　　　　旅費交通費 12,600

　　　　　通信費 107,588

　　　　　消耗品費 226,360

　　　　　事務用品費 108,487

　　　　　水道光熱費 146,332

　　　　　図書印刷費 48,180

　　　　　支払手数料 74,550

　　　　　賃借料 99,960

　　　　　家賃 960,600

　　　　　保険料 13,200

　　　　　その他経費計 2,868,317

　　　　事業費計 12,548,565

　２.管理費

　　　 B：自主事業

         （1）人件費

　　　　　　　給料手当 2,437,605

　　　　　　　法定福利費 237,880

　　　　　　　通勤交通費 281,626

　　　　　　　人件費系 2,957,111

　　　　（2）その他経費

　　　　　 　期首商品棚卸高 133,499

　　　 　　　物産仕入 1,782,775

　　　　   　外注費 868,960

　　　　   　広告宣伝費 244,881

　　　   　　旅費交通費 28,890

　　   　　　通信費 446,821

　　　   　　消耗品費 262,434

　　  　 　　水道光熱費 291,958

　　   　　　支払手数料 274,083

             家賃 350,460

　　　   　　リース料 287,566

　　　   　　保険料 349,644

　　   　　　報酬 1,319,000

　　   　　　租税公課 957,700

             寄付金 119,223

　　　   　　減価償却費 271,216

　　   　　　支払利息 23,216

　　　　　　 その他経費計 8,012,326

　　    　管理費計 10,969,437

当期支出合計 23,518,002

　　　　法人税・住民税及び事業税 80,000

　　　　当期収支差額 -1,203,961

　　　　前期繰越収支差額 4,141,899

　　　　次期繰越収支差額 2,937,938

平成３1年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成３1年４月１日～令和２年３月３１日

　　　（特定非営利活動法人ＺＵＴＴＯ）

金　　　　　額
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