
平成 22 年度事業報告 

（H22.4.1～H23.3.31） 

特定非営利活動法人 ZUTTO 

 

１ 指定管理事業部門 

 大阪府男女共同参画推進財団と共同体 「ドーン利用促進事業共同体」 を構成し、大阪府立男

女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）の指定管理者として平成 18 年４月から業務に取り組

んだ。 

指定管理者の業務は、施設管理および会館利用に係る利用促進で、当法人は利用促進部門を受

け持った。ドーンセンターは、「女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し、もって

男女共同参画社会の実現に資し、並びに青少年活動を促進し、青少年の健全な育成に資するた

め」に設置されていることから、その目的をもって利用する各種団体の学習活動や催物の開催場所

として会議室やホール等を貸し出した。 

毎月定期的に連絡会議を開催し、業務の進捗状況、運営上の課題等の共有を図り円滑な業務遂

行・共同体運営に努めてきた。また、利用促進窓口での接客に関する研修を実施したり、下記の提

案をしつつ、利用促進の取り組みをした。 

1. グループロッカーの設置・・・グループが学習等の活動を行うために必要な物品を保管すると

共に、グループ相互の情報交換場所として、センター内にグループロッカールームを設け、

貸出を行った。 

2. メールボックスの設置・・・各団体情報交換のための資料等郵便物の配達を受けるため、平成

14 年よりセンター内にメールボックスを設け、貸出を行った。 

3. ﾜ―クステーション等の運営・・・ワークステーションに印刷機等の機器類を設置し、団体・グル

ープ等の自主的な活動のために必要なちらし・資料等の印刷やコピー、木工作業等の軽作

業をおこなうことができるスペースを提供した。 

4. 情報交換プラザの運営・・・センター内外で行われる各種行事の情報提供及びグループ活動

の交流や情報の交換が行えるよう、1 階の情報交換プラザにおいてグループ・団体、行政機

関のちらしやパンフレット等を配布した。 

 

2 自主事業部門 

■ZUTTO イベント 

 

■ 講演・講座活動・・・各自治体、学校での講演・講座を開催 

開催日 テーマ 開催場所 参加人数 

2011 年 3 月 19 日（日） 働く女性のアサーティブ・トレーニング 豊中ステップ 26 名 

開催日 テーマ 開催場所 

2010 年 7 月 9 日 「子育てに関わる大人、親、教師たちが感情を高め、

そして子供とつき合っていくこと」 

西八田小学校 

2010 年 7 月 23 日 「絵本を通して子どもをエンパワーするために」 大阪市教育センター 

2010 年 11 月 9 日 「女性が輝く地域づくり」 大正区コミュニティセンター 

2011 年 2 月 24 日 「私の人生設計」 和泉市男女共同参画センター 

2010 年 11 月 27 日

～2011 年 2 月 19 

ファミリーシアター  大阪市内市民交流センター 

（全 5 会場） 

2010 年 12 月 11 日 「はぐくみネット」 

PTA・社会教育関係団体対象人権学習促進事業 

阿倍野生涯学習センター 

 



■ 大阪市生涯学習ネットワーク事業 
『人権教材「ともだちパネル」を使ったワークショップ』 
 2010 年 8 月 18 日～2011 年 2 月 4 日 
 大阪市内 全 5 小学校 （参加者数 256 人） 

  
■ 緊急雇用創出基金事業 

 「地域の居場所事業」 
2010 年 10 月 3 日  豊中市内にて若者居場所工房として「ぐーてん」をオープンする。 

「居場所づくり」「社会的関係の構築」「地域との交流」「社会参加・就労支援」 
「ピアサポーター養成」 を目指して活動する 

 
■ 委託事業  

① 大阪市 「参加型人権セミナー」 
  『若者のためのハッピー・スタディーズ＆人権ネットワークづくり』 

 ② 都島区 「区民によるボランティア講師の活動支援事業」 



Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

現金預金

　預金　現金手許有高 24,166

　普通預金　三菱東京UFJ銀行 6,243,665

　郵便局　通常郵便貯金 140,344

未収入金 5,980,421

前払金 90,000

12,478,596

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

預り金 550,572

未払金 6,511,297

7,061,869

5,416,727

資産合計

負債合計

正味財産

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

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



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 24,166 預り金　 （注５） 550,572

預金　　　（注１） 6,243,665 未払金　 （注６） 6,511,297

郵便貯金　（注２） 140,344 （流動負債合計） 7,061,869

（現金・預金合計） 6,408,175

Ⅲ　正味財産の部

未収入金  （注３） 5,980,421 前期繰越正味財産 4,702,528

前払金　　（注４） 90,000 当期正味財産増加額 714,199

（流動資産合計） 6,070,421 （正味財産合計） 5,416,727

12,478,596 12,478,596

注１)　　三菱東京UFJ銀行　大阪営業部　口座番号　3526535　     　6,243,665円　

注２)　　郵便貯金　口座番号　14090-31816421　　   　　140,344円

注３）   ドーンセンター利用促進事業部　　　651,002円

　　　   豊中市役所　　　　 　3,166,719円

         大阪市役所　　　　 　1,310,500円

         法人税　　　　  　　   152,700円

         消費税　　　　　　 　　699,500円

注４）　 前払金　         　　　 90,000円 ぐーてん家賃（4月）

注５）　 社会保険料　       　　274,502円

　　　　 源泉所得税　　 　  　　195,670円

　　　　 市府民税　 　 　　　　　80,400円

注６）　 人件費　 　  　　　　2,707,968円

　　　 　法定福利費　 　　　　　719,533円

　　　   外注費　  　 　      1,643,500円

　　　　 広告宣伝費　 　　　　　155,000円

　　　 　旅費交通費　　　  　　　12,000円

　　　 　通信費　　      　　　　35,500円

　　　   消耗品費　　　　　　　　58,000円

　　　　 管理人件費　　　　 　　327,596円

         法人税　　　　  　 　  152,700円

         消費税　　　　　　 　　699,500円

資産合計 負債及び正味財産合計

貸　　　方

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

借　　　　方

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



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

科　　　　　目 予　　算 決　　算 差　　額 備　　考

事業活動収入の部

　１．会費収入 150,000 120,000 30,000 10,000×12名

　　　寄付 10,000 0 10,000

　２．事業収入

　　　A:指定管理事業部門 28,449,100 27,283,902 1,165,198 法人税・消費税込み

　　　B:自主事業部門 16,500,000 13,525,007 2,974,993

　　　　　ZUTTOイベント 300,000 300,000

　　　　　講演・講座活動 1,100,000 556,400 543,600

　　　　　助成金活動 100,000 100,000 0

          委託事業 15,000,000 12,868,607 2,131,393 豊中事業、都島事業、大阪市事業

  ３．助成金等収入 0 0 0 （1,146万、10万、130万）

　４．雑収入 0

　　　　雑収入 0 2,000 -2,000

　　　　受取利息 1,800 1,453 347

当期収入合計 45,110,900 40,932,362 4,178,538

事業活動支出の部

支出の部

　１．事業費

　　　A:指定管理事業部門 27,249,100 26,083,902 1,165,198 法人税・消費税込み

　　　　　　人件費 21,076,600 20,393,755 682,845 　　ドーン利用促進事業共同体は民法上の

　　　　　　旅費交通費 1,624,000 1,546,040 77,960 　　任意組合として会計処理

　　　　　　法定福利費 3,719,400 2,912,407 806,993

　　　　　　租税公課 829,100 1,231,700 -402,600 　←法人税・消費税

　　　Ｂ:自主事業部門 14,975,000 12,432,134 2,542,866 （★法人税等、共同体より折半、収益事業

　　　　　ＺＵＴＴＯイベント 150,000 150,000 　　が多くその割合から算出された）

　　　　　講演・講座活動 925,000 117,000 808,000

　　　　　助成金活動 100,000 159,876 -59,876

　　　　　委託事業 13,800,000 12,155,258 1,644,742

　２．管理費

　　　　　　運営管理人件費 550,000 395,082 154,918

　　　　　　家　賃 600,000 600,000 0

　　　　　　通信費（電話・FAX） 96,000 96,660 -660

　　　　　　旅費交通費 72,000 81,730 -9,730

　　　　　　水道光熱費 96,000 96,000 0

　　　　　　事務消耗品費 96,000 115,606 -19,606

　　　　　　支払手数料 5,500 5,686 -186 　

　　　　　　外注費 73,500 73,500 0 会計事務所

　　　　　　広告宣伝費 5,000 1,575 3,425 名刺

　　　　　　図書印刷費 15,000 13,690 1,310 NPO関係書籍

　　　　　　会場費 15,000 16,680 -1,680

　　　　　　会議費 5,000 13,386 -8,386

　　　　　　研修費 20,000 0 20,000

　　　　　　福利厚生費 30,000 64,260 -34,260 慶弔費（物江さん供花21,000含む）

            運　賃 7,000 3,222 3,778

　　　　　　雑　費 30,000 120,000 -90,000

　　　　　　租税公課 10,000 5,050 4,950

当期支出合計 43,950,100 40,218,163 3,731,937

当期事業活動収支差額 1,160,800 714,199

その他収支の部

　　その他収入

　　　　　分配金収入 0

　　　　　その他収入合計 0

　　その他支出

　　　　　利益還元寄付金支出

　　　　　その他支出合計

　　　　　その他収支差額 0 0

　　　　　当期収支差額 1,160,800 714,199

前期繰越収支差額 4,702,528 4,702,528

次期繰越収支差額 5,863,328 5,416,727

平成２２年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

 




