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                法人の名称  特定非営利活動法人 きづき 

 

１ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業内容 

 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① 通所施設の設置・運営に関する事業 

・内   容  精神を患っている方々が心身の安定を図り、生きがいや社会参加の 

実現を目的とした通所施設の運営を行いました。 

        

       「カフェ部門」…喫茶店の多様な仕事を学びながら生活リズムの 

              調整や報酬の喜び、自信の獲得に繋がっていた。 

       「ＰＣ部門」…カフェ店関係の事務処理やメニュー作成、フェイスブック、 

              売上集計などジョブアンドトレーニングでＰＣ 

              作業を行い、技術を修得していた。 

「エコボール部門」…高等学校硬式野球部のご協力で硬式野球ボールの 

再生作業を行い、地域連携の喜びを感じていた。 

・日   時  月・火・水・木・金曜日（午前 9時～午後 5時） 

・場   所  神奈川県座間市緑ヶ丘５丁目６番２８号 

・従事者人員  ６人 

・対 象 者  精神を患っている者 ２０人 

・支出額    15,169,845円 

通所事業では、三部門を通して利用者が役割意識を持ち、笑顔で希望と誇りを持てる場所とし

ての活動ができました。 

 カフェ部門の厨房作業は、薬膳料理研修会を月 1回行って、技術の修得と達成感を味わうこと

ができました。さらに、料理に興味を持った利用者は私生活においても料理種類が増えたという

声も聞こえ、生活の向上が見受けられました。 

 エコボール部門では、昨年度に引き続き、集中力を養いながら地域貢献をすることができまし

た。納品にも利用者が同行して社会参加をすることができました。 

 PC 部門は厨房の通常のレシピ修正やチラシ制作をしながら、パソコン技術のスキルアップを

はかることができました。新たな取り組みとしてテープ起こし、卓上カレンダーの作成を行いま

した。サポートセンターホームページや Facebook の更新も利用者が行い、自信につながってい

ました。 

 その他作業は個性と体調にあった作業を行い体調管理に役立つことができました。 

 

 情報収集及び啓発事業では、地域でご活躍の先生方の講演を行い、病気の理解や防災に関する

情報を深めることができました。また、昨年に引き続き、座間市の自主企画講座を行い、多くの

方々が参加し好評に終わりました。 

 

今年度、当法人の運営内容と活動の充実と社会的信用度を増すために、神奈川県指定ＮＰＯ法

人に申請して認められました。近隣の方々や諸関係機関のご協力・ご支援をいただきながら進め

ることができ、利用者は夢を持ち、希望と誇りを持って生活のリズムをつけることができました。 



   

② 情報収集研修・提供及び広報・啓発事業 

・内   容  従事者がより良い支援が行うために関係機関との連携や情報の収集、見

学、研修を行いました。地域の方々にも広く理解が得られるよう皆の伝

言板やギャラリー、講座等を通じて広報・啓発事業を行いました。 

・日   時  適時 

・場   所  神奈川県座間市緑ヶ丘５丁目６番２８号 

・従事者人員  ６人 

・対 象 者  利用者及び一般市民 50人 

・支出額    253,788円 

  

 



特定非営利活動法人　きづき [税込]（単位：円）

Ⅰ経常収益 28,740,878 
  1.受取会費 157,000 
      正 会 員 90,000 
      賛助会員 64,000 
      団体会員 3,000 
  2.受取寄付金 374,110 
      受取寄附金 371,110
      ｴｺﾎﾞｰﾙ寄付金 3,000
  3.訓練費等給付金 25,555,870 
      訓練費等給付金 25,555,870
  4.受取助成金等 100,000 
      市民自主企画講座 50,000
      年末たすけあい援護金 50,000
  5.事業収益 2,222,096 
      カフェ部門売上 2,098,670
      エコボール部門売上 81,100
      ＰＣ部門売上 42,326
　6.情報収集研修・提供及び広報等 233,555 
      学生受入れ実習収益 174,000
      地域啓発収益 59,555
  7.その他収益 98,247 
      受取　利息 1,217
      雑　収　益 97,030
Ⅱ経常費用 18,249,736 
  1.事業費 15,423,633 
   ①人件費 9,713,268 
       （給料　手当） (7,710,675)

       （通　勤　費） (190,998)

       （法定福利費） (800,054)

       （福利厚生費） (122,806)

   　　（工　　　賃） (888,735)

   ②その他経費 5,456,577 
       （売上　原価） (1,137,646)

     　（事業委託費） (3,000)

       （旅費交通費） (17,966)

       （車　両　費） (91,901)

       （通信運搬費） (122,917)

       （消耗什器備品費） (374,493)

     　（修　繕　費） (278,624)

     　（水道光熱費） (470,756)

     　（地代　家賃） (2,423,000)

     　（賃  借  料） (238,014)

     　（保　険　料） (70,884)

     　（租税　公課） (25,500)

     　（支払手数料） (193,812)

     　（雑　　　費） (8,064)

   ③地域啓発費 253,788 
       （講　演　会） (70,000)

     　（講座教材費） (13,788)

     　（研　修　費） (170,000)

  2.管理費 2,826,103 
   ①人件費 2,076,589 
      （給料　手当） (2,062,375)

      （法定福利費） (7,346)

    　（福利厚生費） (6,868)

   ②その他経費 749,514 
      （会　議　費） (4,800)

      （旅費交通費） (6,313)

      （通信運搬費） (48,490)

      （消耗什器備品費） (169,329)

      （水道光熱費） (117,688)

      （地代　家賃） (289,000)

      （広告宣伝費） (3,000)

      （接待交際費） (17,264) 【活動計算書の注記】
   　 （研　修　費） (1,500) 平成26年度で現金主義から発生主義に
      （諸　会　費） (7,200) 会計方針を変更した事により、下記科目
      （支払手数料） (46,617) が12ヶ月を超えて計上しています。　
      （支払寄附金） (3,000) 　科目　【経常収益】
      （支払　利息） (35,313) 　①訓練費等給付金
　　　　当期経常増減額(経常収益－経常費用） 10,491,142 　②学生受入れ実習収益
Ⅲ経常外収益 0 0 【経常費用】
Ⅳ経常外費用 0 0   ①給料手当
        税引前当期正味財産増減額 10,491,142   ②通勤費
        経理区分振替額 0   ③法定福利費
          当期正味財産増減額 10,491,142   ④工賃
          前期繰越正味財産額 △ 3,625,828   ⑤売上原価
          次期繰越正味財産額 6,865,314   ⑥通信運搬費　

  ⑦消耗什器備品費

(自 平成26年 4月 1日  至 平成27年 3月31日)
平成２６年度　活 動 計 算 書



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   買　掛　金 20,401 
   現　　　金 100,621   未　払　金 852,253 
   横浜銀行座間支店 10,935,590   未払費用 33,298 
   ゆうちょ銀行 186,962   短期借入金 344,053 
    現金・預金 計 11,223,173   預　り　金 26,600 
  （売上債権）    流動負債  計 1,276,605 
   未　収　金 3,709,621  【固定負債】
    売上債権 計 3,709,621   長期借入金 7,960,000 
  （棚卸資産）    固定負債  計 7,960,000 
   原　材　料 35,173 負債の部合計 9,236,605 
   貯　蔵　品 68,416 
    棚卸資産  計 103,589  【正味財産】
  （その他流動資産）   前期繰越正味財産額 △ 3,625,828 
   前払　費用 65,536   当期正味財産増減額 10,491,142 
    その他流動資産  計 65,536    正味財産　計 6,865,314 
     流動資産合計 15,101,919 正味財産の部合計 6,865,314 
 【固定資産】
  （投資その他の資産）
   敷　　　金 1,000,000 
    投資その他の資産  計 1,000,000 
     固定資産合計 1,000,000 

資産の部合計 16,101,919 負債・正味財産の部合計 16,101,919 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
平成27年 3月31日 現在

特定非営利活動法人　きづき



[税込]（単位：円）

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 100,621 
      横浜銀行座間支店 10,935,590 
      ゆうちょ銀行 186,962 
        現金・預金 計 11,223,173 
    （売上債権）
      未　収　金 3,709,621 
        売上債権 計 3,709,621 
    （棚卸資産）
      原　材　料 35,173 
      貯　蔵　品 68,416 
        棚卸資産  計 103,589 
    （その他流動資産）
      前払　費用 65,536 
        その他流動資産  計 65,536 
          流動資産合計 15,101,919 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 1,000,000 
        投資その他の資産  計 1,000,000 
          固定資産合計 1,000,000 
            資産の部  合計 16,101,919 

  【流動負債】
    買　掛　金 20,401 
    未　払　金 852,253 
    未払費用 33,298 
    短期借入金 344,053 
    預　り　金 26,600 
      流動負債  計 1,276,605 
  【固定負債】
    長期借入金 7,960,000 
      日本政策金融公庫 (1,120,000)
      個人借入 (6,840,000)
      固定負債  計 7,960,000 
        負債の部  合計 9,236,605 

        正味財産 6,865,314 

【財産目録の注記】
 正味財産のうち、
　・長期借入金の日本政策金融公庫(￥1,120,000）と、個人借入(￥1,840,000）は、
　27年度返済予定です。
　・事業予備費として￥1,000,000を積み立てる予定です。

財　産　目　録
特定非営利活動法人　きづき

平成27年 3月31日 現在
《資産の部》

《負債の部》




