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特定非営利活動法人 カプラー 

第10回通常総会議案書 

 

日時 平成29年5月12日(金) 19:00～19:30 

会場 キャロットタワー3Ｆ 
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議事次第 

1. 開会 

2. 出席者の確認 

3. 議長及び書記、議事録署名人の選出 

4. 審議事項 

第1号議案 平成27年度事業報告及び収支決算について 

第2号議案 平成28年度事業計画及び収支予算について 

第3号議案 定款の変更について 

第4号議案 役員の選任及び改選について 

5. 議長及び書記の解任 

6. 理事長挨拶 

7. 閉会 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

NPO法人カプラーが発足して10年の時間が経ちました。 

 

昨年度の活動の結果、当法人を利用して助成金事業を立ち上げ、関わった地域の方に参加していただき、また、実績を

理解していただき、新規に会員になって頂ける形が出来ました。長らく当法人の有用性や活用方法を語って来て現実的

に実現できたことが、本年度成果と感じております。 

また、現状の会員も含め出来る限り、当法人を活動の中に組み込んでいただける方法や方向性を相談していかせる、価

値ある法人として、邁進していければと考えております。 

幾つかの助成金事業をこなしてきましたが、当法人自体の収益事業に結びつけることができていないのは実情です。こ

の部分は今後、検討が必要かと考えております。 

 

今後とも地域の活動を応援できるNPO法人であり、当法人の有用性を理解していただき会員を増やすためにも当法人自

らが率先して助成事業や地域活動に関われるNPO法人になっていきたいと考えております。 

会員各位のご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。 

平成２９年５月１２日 

 

特定非営利活動法人カプラー 理事長 皆本徳昭 
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第1号議案 平成28年度事業報告及び収支決算について 

カプラーは、ビジネスと地域をつなぐために４つのテーマに沿って活動を展開する会員の集合体です。会員各自が、職

能や起業プランを活用して地域住民と地域の事業者の橋渡しをし、結果的に自分の起業チャンスを模索します。 

 
１．地域ビジネス市民交流事業について 
 この事業は、「ビジネスの面白さ」を活用して市民の交流を促すことにより、結果として「ビジネスへの関心」を高めるとと

もに、この事業を通じて起業者自身の起業プランを磨き上げることを目的としています。 

① 【no. 69 ①WASSON（ワッスン）（ゆめ基金＋せたまちファンド）】 
俳句などの大和言葉で遊びながら、家族や地域社会とのつながり、脳トレ、精神安定などに役立てる。 

１． 内容：ワークショップの開催 

２． 実施日： 平成28年10月15日-16日 

３． 添付資料：報告書 

 

② 【no. 70 ①WASSON和ッスン（せたまちファンド）】 
第一回ムジカ俳句道場 日本で唯一の大衆文芸誌ムジカと連携した俳句ワークショップ。 

１． 内容：ワークショップの開催 

２． 実施日：平成29年3月12日 

３． 添付資料：報告書 

 

③ 【no. 71 ①青空AWS体験学習（こどもゆめ）】 
世田谷区にある烏山川緑道にて、地域の子供たちに屋外でのアート体験を提供し、自分たちの街の利用方法を提案する。 

１． 内容：体験型アートワークショップの開催 

２． 実施日： 平成29年 4月24日 9月11日 10月30日 

３． 添付資料：報告書 

 

２．地域ビジネス起業支援・啓発事業について･･･今年度は該当事業なし 
 この事業は「起業は誰もが取組むべきこと」というカプラーの精神に基づき、市民に起業を促すと同時に、起業者を直

接支援することを目的としています。 

 

３．地域ビジネス調査･広報事業について 
この事業は市民による起業活動に必要な各種調査や、広報活動及びその支援により｢起業の取り組みをより多くの人に伝える

こと」を目的にしています。 

① 【no. 67 ラフィキワアフリカWEB支援2016】 
ウガンダで国際支援活動を実施する団体の広報活動をサポートしました。 

１． 内容： ホームページ更新のサポート 

２． 実施日： 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

３． 添付資料： 別添報告書 

 

４．地域ビジネスステーション事業について 
この事業は、市民が取組む地域の事業拠点作りや運営を支援することにより、市民の起業機会を創出することを目的と

しています。 

① 【no.68 水泳コーチ育成 PJT２０１６】 
水泳のコーチ業として起業を目指すスタッフを、地域の水泳教室及びイベントの運営を通じて育成しました。 

１． 内容： 水泳教室･イベントの運営、水泳コーチの育成 

２． 実施日： 平成２８年４月～平成２９年３月 

３． 添付資料： 事業報告書 

 

５．その他の主な事業 （収支に関係のない、協賛、協力プロジェクト） 
① 起業交流カフェ  自主事業 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 
６．事務局の状況 事務局業務に関しては、下記のとおり報酬を支給いたしました。 

・経理業務  (株)なのに 120,000円 

・事務所、WEB管理費 皆本   40,000円 

・総務事務  佐藤   30,000円 合計 190,000円 
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書式第９号 
 
 
 

平成２８年度  事 業 報 告 書 
 

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 
 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人 カプラー  
 
 １ 事業の成果 
継続事業としては、「水泳コーチ育成PJT2016」及び「ラフィキワアフリカWEB支援2016」を実施しまし

た。新規事業として、助成を受け「和ッスン」を実施しました。 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 （１）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

 

地 域ビ ジネ
ス 市民 交流
事業 

ＷＡＳＳＯＮ（ワッスン）ヒントカ
ードで俳句をつくって公開し

てみよう！ 

平成28年10
月15日-16

日 

三軒茶屋キャ
ロットタワー3
階生活工房 

2名 
当日参加者1
20名 

175 

ＷＡＳＳＯＮ（ワッスン）第一回
ムジカ俳句道場 

    

平成29年3

月12日 

三軒茶屋来
るびる 

2名 
この活動に参
加した10名 

317 

青空アートワークショップ 
 

4/24 9/11 

10/30 

三軒茶屋・太
子堂烏山川
緑道 

8名 60名 248 

地 域ビ ジネ
ス 起 業 支
援 ・啓 発事
業 

該当なし      

地 域ビ ジネ
ス調査･広報
事業 

ラフィキワアフリカWEB支援
2016 

4/1～ 
3/31 

世田谷区内各
所 

１名 

同団体の活
動を通じて
ウガンダ支
援に関心を
持つ不特定
の人たち 

120 

地 域ビ ジネ
ス ステ ーシ
ョン事業 

【水泳コーチ育成PJT2016】 
水泳のコーチ業として起業
を目指すスタッフの育成
と、地域コミュニティとし
ての水泳クラブに運営 

4/1～ 
3/31 

辰巳国際水泳
場、国立代々
木競技場他 

１名 

都内を中心と
した小～高校
生及び水泳を
定期的に楽 
しむ成人 
延780名 

5,614 

  
 （２）その他の事業 

なし 
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■平成２８年度 会計財産目録                     平成２９年３月３１日現在 

特定非営利活動法人 カプラー 

      （単位：円） 

科目 金額 

Ⅰ 資産の部       

  １ 流動資産       

    手元現金 302,976     

    ゆうちょ銀行普通預金 101,775     

        事業未収金 731,643     

        仮払い金 0     

   流 動 資 産 合 計   1,136,394   

  ２ 固定資産       

   固 定 資 産 合 計   0   

  資  産  合  計     1,136,394 

           

Ⅱ 負債の部       

  １ 流動負債       

   未払金 751,643     

   預り金 150,000     

  未払い法人税等 70,000   

   流 動 負 債 合 計   971,643   

   固 定 負 債 合 計   0   

  負  債  合  計     971,643 

  正  味  財  産     164,751 

 

■平成２８年度    会計貸借対照表               平成２９年３月３１日現在 

特定非営利活動法人 カプラー 

科目 金額 

Ⅰ 資産の部       

           

  １ 流動資産       

   現金預金 404,751     

   未収金 731,643     

   仮払金      

   流 動 資 産 合 計   1,136,394   

  ２ 固定資産       

   固 定 資 産 合 計   0   

  資  産  合  計     1,136,394 

           

Ⅱ 負債の部       

  １ 流動負債       

   未払金 751,643     

  預り金 150,000   

   未払い法人税等 70,000     

   流 動 負 債 合 計   971,643   

  ２ 固定負債       

   固 定 負 債 合 計   0   

  負  債  合  計     971,643 

Ⅲ 正味財産の部       

   前期繰越正味財産   296,572   

   当期正味財産増減額   -131,821   

   正味財産合計     164,751 

           

  負債及び正味財産合計     1,136,394 
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■平成２８年度  活動計算書                 平成２９年３月３１日現在 

特定非営利活動法人 カプラー 

科目 金額 

Ⅰ 経常収益       

  １ 受取会費       

   正会員受取会費 100,000     

   賛助会員受取会費       

     100,000   

  ２ 受取寄附金 0     

      0   

  ３ 受取助成金等 738,019     

        738,019   

  ４ 事業収益       

        事業収益 8,026,125     

        事業収益計   8,026,125   

  ５ その他収益       

   受取利息 29     

      29   

  経常収益計     8,864,173 

            

Ⅱ 経常費用       

  １ 事業費       

   (1)人件費       

    アルバイト料 49,000      

    人件費計 49,000     

   (2)その他経費      

    業務委託費 8,627,720     

    消耗品費 54,872     

    雑費 4,402     

           

    その他経費計 8,686,994     

   事業費計  8,686,994   

  ２ 管理費      

   (1)人件費      

    人件費計 0     

   (2)その他経費      

    業務委託費 190,000     

   支払手数料    

    その他経費計 190,000     

   管理費計  190,000   

  経常費用計    8,925,994 

   当期経常増減額    -61,821 

Ⅲ 経常外収益      

  経常外収益計   0   

          

Ⅳ 経常外費用      

       0   

  経常外費用計    0 

   税引前当期正味財産増減額    -61,821 

   法人税、住民税及び事業税    70,000 

   当期正味財産増減額    -131,821 

   前期繰越正味財産額    296,572 

     次期繰越正味財産額     164,751 
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■平成２８年度  計算書類の注記                 平成２９年３月３１日現在 

特定非営利活動法人 カプラー 
１． 重要な会計方針          

 計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日に一部改正 NPO法人会計基準協

議会）によっています。 

（１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法    該当しません 

（２） 固定資産の減価償却の方法     該当しません 

（３） 引当金の計上基準   退職給付引当金  該当しません 

      引当金   該当しません 

（４） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  該当しません 

（６） 消費税等の会計処理      該当しません 

２． 事業別損益の状況  

科目 事業１ 事業２ 事業３ 事業４ 事業部門計 管理部門 合計 

Ⅰ 経

常収益                 

 １． 受取会費          100,000 100,000 

 ２． 受取寄附金              

 ３． 受取助成金等 501,424       738,019  738,019 

 ４． 事業収益   120,000 7,894,125 8,026,125   8,026,125 

 ５． その他収益          29 29 

  経常収益計 501,424 0 120,000 7,894,125 8,764,144 100,029 8,864,173 

Ⅱ 経常費用               

（１） 人件費              

   アルバイト料 49,000       49,000    49,000  

   退職給付費用              

   福利厚生費              

   ･･････････              

   人件費計 49,000 0 0 0 49,000 0 49,000 

（２） その他経費              

   業務委託費 385,000   120,000 7,874,125 8,437,720 190,000 8,627,720 

   消耗品費 54,872       54,872    54,872  

   外注費 190,000       190,000    190,000  

   支払い手数料             

   雑費 4,402       4,402    4,402  

   ･･････････               

   その他経費計 692,869 0 120,000 7,874,125 8,686,994 190,000 8,876,994 

  経常費用計 741,869 0 120,000 7,874,125 8,735,994 190,000 8,925,994 

  当期経常増減額 8,150 0 0 20,000 28,150 -89,971 -61,821 

３． 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳   該当しません 

４． 使途等が制約された寄附金等の内訳    該当しません  

５． 固定資産の増減内訳      該当しません 

６． 借入金の増減内訳      該当しません 

７． 役員及びその近親者との取引の内容  役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 

   （単位：円） 

科目 計算書類に計上された金額 内役員及び近親者との取引 

（活動計算書）     

   業務委託費(事業費) 8,437,720 8,437,720 

   業務委託費(管理費) 190,000  190,000  

   活動計算書計 8,627,720  8,627,720  

（貸借対照表）    

   未払い金 751,643  503,048 

        

    貸借対照表計 751,643  503,048 

８． その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を 

 明らかにするために必要な事項     該当しません 
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監査報告書 

 

特定非営利活動法人カプラー 

理事長 皆本徳昭殿 

 

下記の通り監査を実施いたしましたのでご報告いたします. 

 

記 

監査実施日 平成29年4月28日 

立会人 理事長 皆本徳昭 事務局長 松村拓也 

監査対象期間 平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日 

監査方法 実査および立会人からの聞き取り 

 

１．会計監査 

 諸伝票、預金通帳、現金、証憑書類並びに収支計算書、貸借対照表及び財産目録などについて実査した

結果、いずれも適正に処理されていることを認めます。 

 

２．業務監査 

事務局長 松村氏から平成28年度事業に関する概況説明を受け、当該活動方針に沿って監査しました。 

開業10年度に当たる当期の活動は、昨年と比較してやや拡大しましたが、当法人の主眼である②起業支

援事業に該当する事業がありませんでした。 

会員数が伸び悩んでおり、活動に対する賛同者を増やす意味でも会員数の増大に勤めるべきと考えます。 

 

 

以上 

 

 

平成２9年４月2８日 

監事 佐藤善幸 
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第2号議案 平成29年度事業計画及び収支予算について 

 

１．地域ビジネス市民交流事業について 

■ＷＡＳＳＯＮ（ワッスン）和、輪、話、環を感じるワークショップ PACE819 (76万) 

1. 委託者：独立行政法人国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金 

2. 内容：万葉集ができた埼玉県比企郡小川町周辺で、平和を感じる句会やワークショップを開催する。 

■ＷＡＳＳＯＮ（ワッスン）和、輪、話、環を感じるワークショップ ユニハイクとムジカ俳句道場(30万) 

1. 委託者：公益信託世田谷まちづくりファンド 

2. 内容：日本で唯一の大衆文芸誌ムジカと連携した俳句ワークショップです。誰でも参加できるユニバーサルな句会を開

催する。 

 

２．地域ビジネス起業支援・啓発事業について 

■青空アートワークショップ(30万) 

1. 委託者：独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金 

2. 内容：地域イベント、町の紹介や地域のお店や商店街の方々との連携ができ、公園や歩行者天国を安全な活動場所とし

て利用する。また、アートワークショップを行い、美術大学生やアートオーガナイザーとともに構築したプログラムを子供た

ちが体験する。地域の材木屋・畳屋・味噌屋さんなどの協力と地域企業に協力を頂き、地域のリソースの利用方法を提案する。 

 

３．地域ビジネス調査･広報事業について 

 

 

４．地域ビジネスステーション事業について 

■水泳コーチ育成PJT2017（500万） 

地域拠点を運営する業務を受託し、地域ビジネスの起業機会を創出する。 

 

５．事務局 

① 業務委託費 ¥90,000 経理事務、総務事務の費用として計上する 

② 小計 ¥90,000 
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書式第７号 事業計画書（法第１０条関係） 
 
 

平成２９年度  事 業 計 画 書 
 

  平成２９年４月１日 から 平成３０年３月３１日まで 
 
 

 
 

特定非営利活動法人 カプラー  
  

１ 事業実施の方針 
平成２８年度は、市民交流事業を起点に、世田谷区以外での活動を広げていく。 
また、地域とビジネスを結ぶ事例に関する情報収集を行い、新たな地域ビジネスモデルの提案と

発信を行いながら、世田谷区内において地域と連携した実験事業を提案、実行する。 
 

２ 事業の実施に関する事項 
   特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事 業 内 容 
実 施 

予 定 

日 時 

実 施 

予 定 

場 所 

従事者 

の予定 

人 数 

受益対象者 

の範囲及び 

予 定 人 数 

支出見 

込み額 

（千円） 

 

地 域ビ ジネ
ス 市民 交流
事業 

ＷＡＳＳＯＮ（ワッスン）
和、輪、話、環を感じるワ
ークショップ PACE819 

平成29年8
月16日-19
日 

埼玉県比企
郡小川町 

3名 当日参加者40名 760 

ＷＡＳＳＯＮ（ワッスン）
和、輪、話、環を感じるワ
ークショップ ユニハイク
とムジカ俳句道場 

平 成 29 年
10月頃 

三軒茶屋キ
ャロットタ
ワー 3階生
活工房 

2名 
この活動に参加
予定10名 

300 

地 域ビ ジネ
ス 起 業 支
援 ・啓 発事
業 

【青空アートワークショッ

プ(こどもゆめ基金)】 
4月～11月 

東京都世田

谷区内 
8人 

イベントに参加
する子供たちと
関係者50人程度 

300 

地 域ビ ジネ
ス調査･広報
事業 

      

地 域ビ ジネ
ス ステ ーシ
ョン事業 

【水泳コーチ育成PJT2017】 
水泳のコーチ業として起業
を目指すスタッフの育成
と、地域コミュニティとし
ての水泳クラブに運営 

4/1～3/31 

辰巳国際水
泳場、国立
代々木競技
場他 

１名 

都内を中心とし
た小～高校生及
び水泳を定期的
に楽しむ成人 
500名 

5,000 
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■平成２９年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書 
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで 

特定非営利活動法人カプラー 

（単位千円） 
科目 平成 29年度予算 平成 28年度実績 備考 

Ⅰ経常収入の部      

 １会費・入会金収入      

  入会金収入 ¥30,000 ¥0 新規会員 3名 

  会費収入 ¥130,000 ¥100,000 正 10⇒13、賛助 0⇒0 計 13名 

  小計 ¥160,000 ¥100,000   

 ２事業収入      

  1地域ビジネス市民交流事業 ¥1,060 ¥12,000 
ﾋﾟﾝｸｼｬﾂﾃﾞｰ=3万 

かやっく交流会=0万 

  2地域ビジネス起業支援・啓発事業 ¥300 ¥0 青空ｱｰﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験学習=4.3万 

  3地域ビジネス調査･広報事業 ¥0 ¥120,000  

  4地域ビジネスステーション事業 ¥5,000,000 ¥7,894,125 水泳ｺｰﾁ育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ＝500万 

  小計 ¥6,360,000 ¥8,026,125   

 ３補助金等収入      

  地方公共団体補助金収入 ¥0 ¥0   

  民間助成金収入 ¥0 ¥738,019   

 ４寄付金収入    青空ｱｰﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験学習=32.7万 

  ¥0 ¥0   

 ５その他収入      

  利息収入 ¥100 ¥29   

       

 ６その他の事業会計からの繰入      

  小計 ¥100 ¥738,048   

 経常収入合計 ¥6,520,100 ¥8,864,173   

Ⅱ経常支出の部      

 １事業費     

  1地域ビジネス市民交流事業 ¥1,060 ¥741,869  

  2地域ビジネス起業支援・啓発事業 ¥300 ¥0   

  3地域ビジネス調査･広報事業 ¥0 ¥120,000  

  4地域ビジネスステーション事業 ¥5,000,000 ¥7,874,125  

  小計 ¥6,360,000 ¥8,735,994   

 ２管理費      

  会議費      

  通信費      

  事務用品費      

  消耗品費      

  地代家賃      

  租税公課      

  諸会費      

  支払手数料      

  業務委託費 ¥90,000 ¥190,000   

  小計 ¥90,000 ¥190,000   

 経常支出合計 ¥6,550,000 ¥8,925,994   

  経常収支差額 ¥70,100 ¥-61,821   

  その他の資金支出合計 ¥70,000 ¥70,000   

 当期収支差額 ¥100 ¥-131,821   

 前期繰越収支差額 ¥164,751 ¥296,572   

 次期繰越収支差額 ¥164,851 ¥164,751   
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第3号議案 定款の改定について 

NPO法改正による「貸借対照表の公告」に伴い、定款第53条を下記の通り変更します。 

変更前 （公告の方法） 

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 

変更後 （公告の方法） 

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28

条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■添付資料  67 ③ラフィキワアフリカWEB支援2016  報告書 

68 ④水泳コーチ育成PJT2016   報告書 

69 ①和ッスン（トラまち）   報告書 

70 ①和ッスン（ゆめ基金）   報告書 

71 ①青空AWS体験学習（こどもゆめ）  報告書 


