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令和 3 年度事業報告書 

特定非営利活動法人 ZUTTO 

 

Ⅰ 事業期間 

  令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 

 

Ⅱ 事業の成果 

 3 年目となる「接客販売等体験事業」を豊中市より受託。実習の場として“青空マーケッ

ト”“ごはんやぐぅ”を活用した。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ている。又は努めて

いる。 

自主事業 3 年目の「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、販売店として維持継続のための新たな取り組み（加工品の製造販売や新製

品の開発）に挑戦した。 

10 年目となる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、孤立を防ぐなど新たな取り組みも行った。 

6 年目となる子ども食堂は、新型コロナウィルスの流行にともない、弁当のテイクアウ

トや食品の配布を継続した。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発表されていない

時期には、感染予防策を取って、食堂形式で子ども食堂を開催した。子どもダンス教室

では、気持ちのしんどい子ども達が発散し、自己表現している。また、小学校での朝ご

はん会も実施した。 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

 1 特定非営利活動に係る受託事業 

（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】販売店においては、お客様への接客販売を体験する。掃除、挨拶、商品

陳列、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、就労への意欲喚起を促す場とした。 

【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】3,300,000 円 

   【費  用】3,300,000 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、居場所くらし応援室という居場所を運営

している。居場所くらし応援室では、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が向上し、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 478人が参加し

た。 

  【実施場所】豊中市庄内西町 居場所ぐーてん 

  【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】9,309,665 円 

  【費  用】9,309,665 円 

 

(3)【事 業 名】自主事業 

       （1）青空マーケット（2）若者居場所ぐーてん（3）ぐーてん子ども食堂

（4）朝ごはん会（5）子どもダンス教室（6）夢プロ（7）フリーマーケ   

ット（8）その他 

  【内  容】（1）青空マーケットでは、月曜日～金曜日までをオープン。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。

新製品の開発をしたりするなどいろいろな取り組みをすることによ

り、リピーターも増えてきた。 

        （2）若者居場所ぐーてんは、月曜日 10時～16時の開催。生きづらさを

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 52人が参加した。 

（3）ぐーてん子ども食堂（一部、豊中市子ども食堂フードデリバリ

ー事業補助金） 

子ども食堂は、新型コロナ感染拡大のため、食堂形式を 6回、弁当

のテイクアウトを 9回、計 15回実施した。延べ子ども 294人、大

人 256人、計 550人が参加。また、延べ 593世帯に、お菓子や米な

ど食品の配布も行った。 

（4）庄内民生児童委員会との共催で、庄内小学校において、庄内小

学校朝ごはん会を週 1回、計 42回開催し、延べ 459人の子どもが

参加した。 
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（５）子どもダンス教室を 29回開催し、子ども食堂に来ている子ども

延べ 233人が参加した。 

（６）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。 

（７）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。 

（８）理事長、副理事、スタッフによる講演活動を通して団体の活動 PR

に努めた。 

  【実施場所】豊中市庄内西町 居場所ぐーてん、青空マーケット、朝ごはん会は庄内

小学校、子どもダンス教室は庄内公民館 

    【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 2回開催 17時～20時 

朝ごはん会は、学校が休みの日を除き、週 1回開催 7時 50分～8時 20

分 

子どもダンス教室は、週 1回、18時 30分～19時 30分 

夢プロは大阪市内の専門学校他を利用。9プログラムを開催。 

  【事業対象】若者、地域住民、18歳未満の子ども 

  【収  益】7,004,858円 

  【費  用】6,479,713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 932,567

　普通預金　 4,162,352

　郵便局　通常郵便貯金 1,644,518

商品 119,170

未収入金 1,535,903

前払金 139,000

立替金 87,904

2 　固定資産

附属設備 723,637

車両運搬具 175,000

什器備品 148,779

3 　投資その他の資産

保証金 519,980

10,188,810

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

短期借入金 3,390,000

未払金 1,963,255

預り金 140,495

前受金 36,516

未払消費税等 330,200

未払法人税等 80,000

5,940,466

4,248,344

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3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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 932,567 短期借入金 3,390,000

預金　　　（注１） 4,162,352 未払金　 （注４） 1,963,255

郵便貯金 1,644,518 預り金　 （注５） 140,495

（現金・預金合計） 6,739,437 前受金 36,516

未払消費税等 330,200

商品 119,170 未払法人税等 80,000

未収入金  （注２） 1,535,903 （流動負債合計） 5,940,466

前払金　　（注３） 139,000

立替金 87,904

（流動資産合計） 1,881,977

　　2　固定資産

附属設備 723,637 Ⅲ　正味財産の部

車両運搬具 175,000 前期繰越正味財産 3,723,199

什器備品 148,779

（固定資産合計） 1,047,416 当期正味財産増加額 525,145

（正味財産合計） 4,248,344

3 投資その他の資産

保証金 519,980

（投資その他の資産合計）

10,188,810 10,188,810

注１) 三菱東京UFJ銀行　大阪営業部            1,995,777円　

　　  三菱東京UFJ銀行　大阪営業部（庄内）    1,486,805円　

　　　池田泉州銀行　　　　　　　　       　　　679,770円

注２）豊中市　　　　　　　　  957,903円

　　　情報の輪サービス㈱　　 　512,250円512,250円

　　　売掛分 65,750円

注３）家賃　      　　　 139,000円

注４）人件費 932,562円

　　　外注費 856,182円

　　　交通費 58,200円

　　　水道光熱費 116,311円

注５）社会保険料 58,844円
　　　源泉所得税 73,751円
　　　市府民税 7,900円

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4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

事業活動収入の部

　１．会費収入 150,000 150,000 正会員15名

　　　受取寄附金 1,932,589 1,932,589 子ども食堂他

　２．事業収入

　　　A:委託事業

          委託事業 12,609,665 12,609,665 豊中市（2）事業

　　　B:自主事業部門

          自主事業 3,015,750

　　　　　自主事業（物産売上） 1,822,827 4,838,577

  ３．助成金等収入 612,600 612,600 子どもの居場所づくり推進事業

　４．雑収入

　　　　雑収入 198,887

　　　　受取利息 33

　　　　期末商品棚卸高 119,170 318,090

当期収入合計 20,461,521

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 9,068,698

　　　　　法定福利費 883,084

　　　　　通勤交通費 629,388

　　　　　人件費計 10,581,170

　　  (2)その他経費

　　　　　修繕費

　　　　　委託料（外注費）

　　　　　旅費交通費 8,349

　　　　　通信費 104,283

　　　　　消耗品費 266,915

　　　　　事務用品費 65,143

　　　　　水道光熱費 27,540

　　　　　図書印刷費 20,461

　　　　　支払手数料 105,207

　　　　　リース料 237,600

　　　　　家賃 847,199

　　　　　保険料 13,799

　　　　　報酬 331,999

　　　　　その他経費計 2,028,495

　　　　事業費計 12,609,665

　２.管理費

　　　 B：自主事業

         （1）人件費

　　　　　　　給料手当 1,869,000

　　　　　　　通勤交通費 62,430

　　　　　　　人件費計 1,931,430

　　　　（2）その他経費

　　　　　 　期首商品棚卸高 127,278

　　　 　　　物産仕入 1,469,994

　　　　   　外注費 799,311

　　　　　 　広告宣伝費 159,943

　　　 　　　福利厚生費 18,935

　　   　　　通信費 133,888

　　　   　　消耗品費 529,849

　　  　 　　水道光熱費 71,904

　　   　　　支払手数料 25,306

             家賃 193,201

　　　　　　 賃借料 381,375

　　　　　　 報酬 30,000

　　　   　　保険料 112,141

　　   　　　租税公課 800,250

　　　   　　減価償却費 353,537

　　　　　　 雑費 108,369

　　　　　　 その他経費計 5,315,281

　　    　管理費計 7,246,711

当期支出合計 19,856,376

　　法人税・住民税及び事業税 80,000

　　　　当期収支差額 525,145

　　　　前期繰越収支差額 3,723,199

　　　　次期繰越収支差額 4,248,344

令和３年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和３年４月１日～令和４年３月３１日

金　　　　　額


