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特定非営利活動法人 カプラー 

第12回通常総会議案書 
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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30年度事業報告及び収支決算について 

第2号議案 平成31年度事業計画及び収支予算について 

5. 議長及び書記の解任 

6. 理事長挨拶 

7. 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

昨年度の活動は助成事業全般をメインに活動をしておりましたが、今後の 

運営を考え、新規メンバーの募集と市民交流活動以外の活動も積極的に進めて 

行ければと考えております。 

助成事業自体は特に問題ないのですが、NPO自体の運営にかかる手間が多く 

なかなか進めていないのが現実です。 

役員である程度の事業仕分けができればと思います。 

 

平成30年５月27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30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。 

 

◼ 【no. 78 わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） むさし里山体験（こどもゆめ基金）】 
子供達が比企地域の昔ながらの生活体験をすることで、日本の大切さを知ることができるようにしたもの

です。伝統の和紙づくり、俳句等の和言葉づくり、昔ながらの農業体験を通じて、子供達の将来につなが

る日本人らしい経験を積みます。 

１． 内容：ワークショップの開催 

２． 実施日： 平成30年8月23日～26日 

３． 添付資料：報告書 

 

◼ 【no. 79 わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） ミューザー（こどもゆめ基金）】 
子供たちの欠食障害を無くし、音楽活動を学びながら、元気になるプログラムです。子供たちに音楽の魅

力を感じてもらいながら、福祉作業所をお手伝いすることを目的としております。 

１． 内容：ワークショップの開催 

２． 実施日：平成30年11月17・11月24日・12月1日・12月15日 

３． 添付資料：報告書 

 

◼ 【no. 80 わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） 未来ものづくり体験（こどもゆめ基金）】 
子供たちがものづくりの楽しさを学ぶプログラム。道具としてパソコン・３ＤＣＡＤ・３Ｄプリンターという本物の設

備を使い、おおたＦＡＢというファブラボと協力して開催 

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30年 6月24日 6月30日 7月15日 7月24日 7月26日 ７月28日 

３． 添付資料：報告書 

 

◼ 【no. 81 ふれあい農業体験active learning kids （こどもゆめ基金）】 
都心に住む子供たちが自然に親しみ、食卓で並ぶ物がどのように作られ、自分たちの手元に届いているか

を知るために農業体験を行ったりワークショップを行います。 

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30年 6月30日 8月29日 平成31年 ３月3日 

３． 添付資料：報告書 

 

◼ 【no. 82  nature amuse program（こどもゆめ基金） 】 
子供達と山や森へ行き、自然に親しむ体験プログラム（山で拾った枝や葉っぱを使い、木工細工やアート

作品を作るワークショップを行う。） 

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30年 10月19日 11月1日 12月14日 平成31年 1月25日 ２月28日 

３． 添付資料：報告書 

 

◼ 【no. 83 青空アートワークショップ体験学習（こどもゆめ）】 
子供達に、街や身近な公園や緑道、あるいは街路という開かれた場所で行う、普段とは違うアートワーク

ショップで創造性を伸ばす体験をする。 

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30年 5月27日 12月29日 平成31年 3月24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 
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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。 

 

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。 
 

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30年４月１日～平成31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  皆本 

・事務所、WEB管理費 皆本    

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

平成３０年度  事 業 報 告 書 
 

平成３０年４月１日から平成３１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、こどもゆめ基金の事業を行っています。新規事業は特にありません。 
 
 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 

ふれあい農業体験active 

learning kids （こどもゆめ） 

6/30 8/29  

3/3 

神奈川県 

山梨県 

世田谷区 

10 64 431 

nature amuse program（こど

もゆめ）   

10/19 11/1 

12/14 1/25 

2/28 

世田谷区 4 110 410, 

わを感じるワークショップ

WASSON（ワッスン） 未来も

のづくり体験（こどもゆめ） 

6/24 6/30 

7/15 7/24 

7/26 7/28 

大田区 7 85 720 

わを感じるワークショップ

WASSON（ワッスン） ミュー

ザー（こどもゆめ）   

11/17 

11/24 12/1 

12/15 

渋谷区 7 40 649 

わを感じるワークショップ

WASSON（ワッスン） むさし

里山体験（こどもゆめ）   

8/23-26 
小川町（埼玉

県） 
7 100 841 

青空アートワークショップ体験

学習（こどもゆめ）   

12/29 3/24 

5/27 
近隣公園 6 57 219 

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 
該当なし      

地 域 ビ ジ ネ ス

ス テ ー シ ョ ン

事業 

該当なし      

  

 （２）その他の事業 

なし 
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書式第１７号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人カプラー

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金予金

現金手許有高 12,976

普通預金（ゆうちょ銀行世田谷支店） 112,865

未収入金

未収事業収入 1,210,680

仮払金 3,514,927

　流　動　資　産　合　計 4,851,448

２　固定資産

0

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 4,851,448

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,498,680

預り金 580,920

仮受金 50,000

未払法人税 70,000

　流　動　負　債　合　計 2,199,600

２　固定負債

0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 2,199,600

正　　味　　財　　産 2,651,848

平成30年度　　財産目録

　　平成３１年３月３１日現在

科 目 金 額
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書式第１１号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　カプラー

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金予金

現金手許有高 12,976

普通預金（ゆうちょ銀行世田谷支店） 112,865

未収入金

未収事業収入 1,210,680

3,514,927

　流　動　資　産　合　計 4,851,448

２　固定資産

0

　固　定　資　産　合　計 0

資　　産　　合　　計 4,851,448

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,498,680

預り金 580,920

仮受金 50,000

70,000

　流　動　負　債　合　計 2,199,600

２　固定負債

0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 2,199,600

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 160,186

 当期正味財産増減額 1,310,688

 正味財産合計 1,470,874

負債及び正味財産合計 3,670,474

未払い法人税

平成３０年度　　会計貸借対照表（全体）

平成３１年３月３１日現在

科 目 金 額

前払費用
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書式第１３号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人　カプラー
（単位：円）

Ⅰ　経常収益
１　受取会費

正会員受取会費 110,000
10,000

120,000

0
３　受取助成金等

受取助成金 3,806,442
受取助成金計 3,806,442

４　事業収益
事業収益 0
事業収益計 0

５　その他収益
受取利息 0

0
経常収益計 3,926,442

Ⅱ　経常費用
１　事業費

(1)人件費
アルバイト料 1,341,000
人件費計 1,341,000

業務委託費 336,513
消耗品費 51,090
雑費 781,146

その他経費計 1,168,749
2,509,749

２　管理費
(1)人件費

人件費計 0

業務委託費 30,000
通信費
事務用品費
支払手数料
租税公課 1,440
減価償却費
その他経費計 31,440

31,440
2,541,189
1,385,253

Ⅲ　経常外収益
0

Ⅳ　経常外費用
　 0

0
税引前当期正味財産増減額 1,385,253
法人税、住民税及び事業税 70,000
当期正味財産増減額 1,315,253
前期繰越正味財産額 160,186

　　次期繰越収支差額次期繰越正味財産額 1,475,439

･･････

平成30年度　　活動計算書

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

科 目 金 額

賛助会員受取会費

経常外費用計

２　受取寄附金

(2)その他経費

事業費計

(2)その他経費

管理費計
経常費用計

当期経常増減額

経常外収益計
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書式第１６号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　カプラー

１． 重要な会計方針

　　

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当しません

　 固定資産の減価償却の方法

該当しません

　 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

　 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

消費税等の会計処理

該当しません

２． 事業別損益の状況

（単位：円）

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

受取会費 120,000 120,000

受取寄附金 0 0

受取助成金等 3,806,442 0 0 0 3,806,442 3,806,442

事業収益 0 0 0 0 0 0

その他収益 0 0 0 0 0 0 0

経常収益計 3,806,442 0 0 0 3,806,442 120,000 3,926,442
Ⅱ　経常費用

人件費

アルバイト料 161,000 161,000 161,000

退職給付費用 0 0

福利厚生費 0 0

･･････････ 0 0

人件費計 161,000 0 0 0 161,000 0 161,000

（２）その他経費

業務委託費 1,180,000 30,000 30,000

消耗品費 781,146 781,146 781,146

外注費 336,513 336,513 336,513

支払い手数料 0 0

雑費 51,090 0

･･････････

その他経費計 2,348,749 0 0 0 1,117,659 30,000 1,147,659

経常費用計 2,509,749 0 0 0 1,278,659 30,000 1,308,659

当期経常増減額 1,296,693 0 0 0 2,527,783 90,000 2,617,783

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

（単位：円）

内容 金額 算定方法

 ５．

（１）

（６）

科目

 １．

 ２．

 ３．

 ４．

　　平成３０年度　　計算書類の注記

　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）

（２）

（３）

（４）
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４． 使途等が制約された寄附金等の内訳 該当しません

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は　　　円ですが、そのうち　　　円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は　　　円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

合計

５． 固定資産の増減内訳 該当しません

（単位：円）
期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

車両運搬具

什器備品

･･････････

無形固定資産

･･････････

投資その他の資産

敷金

･･････････

合計

６． 借入金の増減内訳 該当しません

（単位：円）
期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

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）
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) 3,806,442 3,806,442

業務委託費(管理費) 30,000 30,000

活動計算書計 3,836,442 3,836,442

（貸借対照表）

未払い金 1,498,680 1,498,680

貸借対照表計 1,498,680 1,498,680

８．

　・　事業費と管理費の按分方法

　・　その他の事業に係る資産の状況

合計

科目

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

内容 備考

科目

科目
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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 令和1年5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30年4月1日 ～ 平成31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 

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31年6月20日 

監事 佐藤善幸 
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第2号議案 令和1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 

引き続き昨年の事業継続予定です。未来モノづくり体験は 2 コースに変更、ステイショナリー

チャレンジなどの、新規企画を申請中 

 

◼ 【わを感じるワークショップ WASSON（ワッスン） むさし里山体験（こどもゆめ基金）】 
子供達が比企地域の昔ながらの生活体験をすることで、日本の大切さを知ることができるようにしたもの

です。伝統の和紙づくり、俳句等の和言葉づくり、昔ながらの農業体験を通じて、子供達の将来につなが

る日本人らしい経験を積みます。 

４． 内容：ワークショップの開催 

５． 実施予定日： 平成30年8月23日～26日 

 

◼ 【わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） ミューザー（こどもゆめ基金）】 
子供たちの欠食障害を無くし、音楽活動を学びながら、元気になるプログラムです。子供たちに音楽の魅

力を感じてもらいながら、福祉作業所をお手伝いすることを目的としております。 

４． 内容：ワークショップの開催 

５． 実施日：平成30年11月17・11月24日・12月1日・12月15日 

 

◼ 【わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） 未来ものづくり体験（こどもゆめ基金）】 
子供たちがものづくりの楽しさを学ぶプログラム。道具としてパソコン・３ＤＣＡＤ・３Ｄプリンターという本物の設

備を使い、おおたＦＡＢというファブラボと協力して開催 

４． 内容：体験型アートワークショップの開催 

５． 実施予定日： 平成30年 6月24日 6月30日 7月15日 7月24日 7月26日 ７月28日 

 

◼ 【ふれあい農業体験active learning kids （こどもゆめ基金）】 
都心に住む子供たちが自然に親しみ、食卓で並ぶ物がどのように作られ、自分たちの手元に届いているか

を知るために農業体験を行うワークショップを行います。 

４． 内容：体験型アートワークショップの開催 

５． 実施予定日： 平成30年 6月30日 8月29日 平成31年 ３月3日 

 

◼ 【nature amuse program（こどもゆめ基金） 】 
子供達と山や森へ行き、自然に親しむ体験プログラム（山で拾った枝や葉っぱを使い、木工細工やアート

作品を作るワークショップを行う。） 

４． 内容：体験型アートワークショップの開催 

５． 実施予定日： 平成30年 10月19日 11月1日 12月14日 平成31年 1月25日 ２月28日 

 

◼ 【青空アートワークショップ体験学習（こどもゆめ）】 
子供達に、街や身近な公園や緑道、あるいは街路という開かれた場所で行う、普段とは違うアートワーク

ショップで創造性を伸ばす体験をする。 

４． 内容：体験型アートワークショップの開催 

５． 実施予定日： 平成30年 5月27日 12月29日 平成31年 3月24日  

 

２．地域ビジネス起業支援・啓発事業について 

 

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 

 

５．事務局 
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① 業務委託費 ¥30,000 東京都への申請費用として計上する 

② 小計 ¥30,000 
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書式第７号 事業計画書（法第１０条関係） 

 
 

令和1年度  事 業 計 画 書 
 

  平成31年４月１日 から 令和2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30年度は、市民交流事業を起点に、助成事業メインに活動を増やして、新たな地域ビジネス
モデルの提案発信を行いながら、各メンバーが地域と連携を増やす方針です。 
 

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 

ふれあい農業体験active learning kids （こども

ゆめ） 

7/21 9/15 

1/25 
神奈川・山梨 13 75 943 

nature amuse program（こどもゆめ）   
4月～翌2月 

毎月 
神奈川 ５ 220 1000 

わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） 未

来ものづくり体験 初心者（こどもゆめ） 
8/12-8/20 大田区 ６ 90 1500 

わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） 未

来ものづくり体験 応用編（こどもゆめ） 
9/8-11/24 大田区 ６ 105 1200 

わを感じるワークショップWASSON（ワッスン） ミュ

ーザー（こどもゆめ）   

8/4,11,29 

9/29 10/27 
渋谷区 5 75 1200 

青空アートワークショップ体験学習（こどもゆめ）   4/21 7/28 9/15 世田谷区 ４ 54 842 

地域 ビ ジネ ス起 業

支援・啓発事業 
      

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 
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■令和１年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書 

平成31年4月1日から 令和２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 ¥10,000 新規会員 3 名 

  会費収入 ¥130,000 ¥110,000 正 10⇒10、賛助 0⇒0 計 13 名 

  小計 ¥160,000 ¥120,000   

 ２事業収入      

  1 地域ビジネス市民交流事業 ¥0 ¥0 
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 ¥0 ¥0  

  3 地域ビジネス調査･広報事業 ¥0 ¥0  

  4 地域ビジネスステーション事業 ¥0 ¥0  

  小計 ¥0 ¥0  

 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 ¥3,806,442  

 ４寄付金収入     

  ¥0 ¥0   

 ５その他収入      

  利息収入 ¥0 ¥0   

       

 ６その他の事業会計からの繰入      

  小計 ¥0 ¥0   

 経常収入合計 ¥5,785,000 ¥3,926,442   

Ⅱ経常支出の部      

 １事業費     

  1 地域ビジネス市民交流事業 ¥5,785,000 ¥2,509,749  

  2 地域ビジネス起業支援・啓発事業 ¥0 ¥0   

  3 地域ビジネス調査･広報事業 ¥0 ¥0  

  4 地域ビジネスステーション事業 ¥0 ¥0  

  小計 ¥5,785,000 ¥¥2,509,749   

 ２管理費      

  会議費      

  通信費      

  事務用品費      

  消耗品費      

  地代家賃      



 16 

  租税公課 ¥1,440 ¥1,440    

  諸会費      

  支払手数料      

  業務委託費 ¥30,000 ¥30,000   

  小計 ¥31,440 ¥31,440   

 経常支出合計 ¥5,816,440 ¥2,541,189   

  経常収支差額 ¥128,560 ¥1,385,253   

  その他の資金支出合計 ¥70,000 ¥70,000   

 当期収支差額 ¥58,560 ¥1,315,253   

 前期繰越収支差額 ¥1,310,688 ¥-4,565   

 次期繰越収支差額 ¥1,369,248 ¥1,310,688   

 

 

 


