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令和 2 年度事業報告書 

特定非営利活動法人 ZUTTO 

 

Ⅰ 事業期間 

  令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 2 年目となる「接客販売等体験事業」を豊中市より受託。“青空マーケット”“ごはんやぐ

ぅ”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。 

自主事業の 2 年目となる「青空マーケット」。引き続き就労困難なシングルマザーや、中

高齢者を継続採用し、販売店としていろいろな取り組みに挑戦した。 

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、コロナ禍により、参加できなくなった時には家庭訪問をしながら、

つながりを維持し、孤立を防ぐなどの取り組みも行った。 

子ども食堂は、新型コロナウィルスの感染拡大にともない、新しい試みとして、弁当のテ

イクアウトや、菓子や米など食品の配付を行った。食堂形式の子ども食堂ができない時も、

参加者の親子との関係を維持することができた。子どもダンスワークショップを開催し、

気持ちのしんどい子どもたちが発散し、自己表現する場を作った。また、小学校で朝ごは

ん会を開催し、小学校と連携している。 

 

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】接客販売等体験事業（被保護者就労準備支援事業） 

   【内  容】販売店及び飲食店において、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、また、飲食

店では、食材の仕込みを体験した。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、ごはんやぐぅ 

   【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】3,096,721 円 

   【費  用】3,096,721 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】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 247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】9,305,941 円 

  【費  用】9,305,941 円 

 

(3)【事 業 名】自主事業 

       （1）青空マーケット（2）若者居場所（3）子ども食堂朝ごはん会（4）

子どもダンスワークショップ（5）夢プロ（6）フリーマーケット（7）

子ども食堂 

  【内  容】（1）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。新しい商品販路開拓し、いろいろな取り組みをすることに

より、認知度も少しずつひろがってきている。 

        （2）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

65人が参加した。 

（3）庄内民生児童委員会との共催で、庄内小学校において、子ども食

堂朝ごはん会を週 1回、計 30回開催し、延べ 629人の子どもが参加

した。 

（4）子どもダンスワークショップには、子ども食堂に来ている子ども 3

人が参加した。 

（5）子ども夢創造プロジェクトでは、コロナ感染拡大の影響をうけプ

ログラム数は減ったが、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。 

(6）フリーマーケットは、屋外のみで 4回開催。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。 
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（7）子ども食堂（一部、豊中市子ども食堂フードデリバリー事業補助

金） 

新型コロナ感染拡大のため、食堂形式を 11回、弁当のテイクアウ

トを 7回、計 18回実施した。延べ子ども 227人、大人 216人、計

443人が参加。また、延べ 262世帯に、お菓子や米など食品の配付

もおこなった。 

  【実施場所】豊中市庄内西町 青空マーケット、子ども食堂朝ごはん会は庄内小学校 

    【実施日時】4月～3月 若者居場所は週 1回 10時～16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、小学生 

  【収  益】6,817,061円 

  【費  用】6,031,800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 586,742

　普通預金　 3,653,844

　郵便局　通常郵便貯金 1,150,992

商品 127,278

未収入金 2,168,115

前払金 139,000

2 　固定資産

附属設備 827,899

什器備品 223,054

3 　投資その他の資産

保証金 45,000

8,921,924

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

短期借入金 3,390,000

未払金 1,139,921

預り金 146,504

未払消費税等 442,300

未払法人税等 80,000

5,198,725

3,723,199

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

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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 586,742 短期借入金 3,390,000

預金　　　（注１） 3,653,844 未払金　 （注４） 1,139,921

郵便貯金 1,150,992 預り金　 （注５） 146,504

（現金・預金合計） 5,391,578 未払消費税等 442,300

未払法人税等 80,000

商品 127,278 （流動負債合計） 5,198,725

未収入金  （注２） 2,168,115

前払金　　（注３） 139,000

（流動資産合計） 2,434,393

　　2　固定資産 Ⅲ　正味財産の部

附属設備 827,899 前期繰越正味財産 2,937,938

什器備品 223,054 当期正味財産増加額 785,261

（固定資産合計） 1,050,953 （正味財産合計） 3,723,199

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

8,921,924 8,921,924

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部            1,889,950円　

　　  三菱東京UFJ銀行　大阪営業部（庄内）    1,118,828円　

　　　池田泉州銀行　　　　　　　　       　　　645,066円

注２）豊中市　　　　　　　　  1,763,165円

　　　情報の輪サービス㈱　　  　294,940円

　　　夢プロ実行委員会　　   　　73,440円

　　　売掛分 36,570円

注３）家賃　      　　　 139,000円

注４）人件費 813,302円

　　　外注費 243,270円

　　　通信費 8,029円

　　　交通費 28,350円

　　　リース料 32,340円

　　　水道光熱費 14,630円

注５）社会保険料 65,058円
　　　源泉所得税 73,646円
　　　市府民税 7,800円

令和２年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3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 210,000 210,000 正会員15名、賛助会員20名

　　　受取寄附金 1,006,064 1,006,064 子ども食堂他

　２．事業収入

　　　A:委託事業

          委託事業 12,402,662 12,402,662 豊中市（2）事業

　　　B:自主事業部門

          自主事業 3,109,415

　　　　　自主事業（物産売上） 1,996,206 5,105,621

  ３．助成金等収入 207,200 207,200 豊中市デリバリー事業

　４．雑収入

　　　　雑収入 160,865

　　　　受取利息 33

　　　　期末商品棚卸高 127,278 288,176

当期収入合計 19,219,723

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 8,253,201

　　　　　法定福利費 879,463

　　　　　通勤交通費 657,785

　　　　　人件費計 9,790,449

　　  (2)その他経費

　　　　　修繕費 400

　　　　　委託料（外注費） 762,500

　　　　　旅費交通費 6,900

　　　　　通信費 104,844

　　　　　消耗品費 204,754

　　　　　事務用品費 107,387

　　　　　水道光熱費 74,731

　　　　　図書印刷費 13,528

　　　　　支払手数料 83,700

　　　　　リース料 388,080

　　　　　家賃 847,199

　　　　　保険料 16,200

　　　　　報酬 1,990

　　　　　その他経費計 2,612,213

　　　　事業費計 12,402,662

　２.管理費

　　　 B：自主事業

         （1）人件費

　　　　　　　給料手当 261,920

　　　　　　　通勤交通費 31,904

　　　　　　　人件費系 293,824

　　　　（2）その他経費

　　　　　 　期首商品棚卸高 54,169

　　　 　　　物産仕入 1,583,844

　　　　   　外注費 1,401,712

　　   　　　通信費 65,336

　　　   　　消耗品費 381,681

　　  　 　　水道光熱費 57,374

　　   　　　支払手数料 80,788

             家賃 250,801

　　　   　　リース料 476,990

　　　   　　保険料 122,660

　　   　　　租税公課 927,050

　　　   　　減価償却費 215,621

　　　　　　 雑費 39,950

　　　　　　 その他経費計 5,657,976

　　    　管理費計 5,951,800

当期支出合計 18,354,462

　　　　法人税・住民税及び事業税 80,000

　　　　当期収支差額 785,261

　　　　前期繰越収支差額 2,937,938

　　　　次期繰越収支差額 3,723,199

令和２年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

　　　（特定非営利活動法人ＺＵＴＴＯ）

金　　　　　額


