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議事次第 

1. 開会 
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5. 議長及び書記の解任 
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はじめに 

せたがやかやっくに集まったていただいた「起業家」の皆さまと、起業について語り合ううちに、「地域とビジネスをつ

なぐ」カプラーが誕生して６年目を迎えました。 

昨年度は新規事業として区民活動として育ててきた「世田谷世界交流プロジェクト」の事務局として、「ミーティングの

企画運営」と「広報事業」を受託しました。また、世田谷サービス公社より、生涯現役推進事業の拠点施設の指定管理業

務受託のためのコンサル業務を受託しました。 

継続事業として、「せたがやかやっく」、「世田谷ビジネス伝承フェア」、「水泳コーチ育成ＰＪＴ」を実施しました。 

 

今年度はより多くの起業家やチャレンジャーの皆さんと協働しながら「ビジネスと地域をつなぐ」カプラーの使命に挑

む年にしたいと思います。会員各位のより一層のご協力をお願いいたします。 

 

  

 

２０１３年５月１７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 2012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することにより、結果的に自分の起業チャンスを模索しま

す。「せたがやかやっく」に加え、「アントレハウス駒沢」を拠点に、営利・非営利の枠を超えた「ビジネスの何でも相談

所」としての認知度を高め、地域から当てにされる存在を目指して活動を展開しました。 

 

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. 51 平成２４年度 世田谷世界交流ミーティング の運営委託】（別紙参照） 

世田谷区の国際交流事業である「世田谷世界交流プロジェクト」の交流ミーティングの企画･運営に関する業務を委託されま

した。 

１． 発注者： 自主事業 

２． 内 容： 一部お教室の参加費回収と、講師報酬の支払い 

３． 実施日： ２０１２年５月～２０１３年３月 

４． 添付資料： 告知チラシなど 

 

②【no.54 第２回世田谷ビジネス伝承フェア】 

ビジネスの伝承とは、「経営者が親族に承継するための財産」ではなく、「社会が伝承すべき資源」として考えることです。 

昨年度に引き続き、地域の事業者をゲストに招いて、交流会を開催しました。 

１． 発注者： 株式会社 世田谷サービス公社 

２． 内 容： 地域の滅び行くビジネスの経営者を招き、そのビジネスの歴史と未来を語り合う 

３． 実施日： ２０１２年３月１日 

４． 添付資料： 告知チラシ 

 

２．地域ビジネス起業支援・啓発事業について 

 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。 

①【no. 50 せたがやかやっく２０１２企画運営業務（世田谷区産業振興公社）】 

せたがやかやっくの運営を受託し、カプラーの拠点として活動を展開しました。 

１． 発注者： 公益社団法人 世田谷区産業振興公社 

２． 内容： ガイダンス：毎週金曜日10:00～17:00、 

起業交流カフェ：毎週金曜日17:00～19:00 

広報事業：せたがや起業新聞「ＫＡＹＡＫ」の発行(２回)、ＷＥＢサイトの運営 

イベント事業:イベントへの出展、ビジネスリーグ（せたがやソーシャルビジネスコンテスト）の開催 

３． 実施日： ２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日 

４． 添付資料： KAYAK10,11、他 

 

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
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こと」を目的にしています。 

①【no. 52 平成2４年度 世田谷区国際平和交流基金助成事業の広報委託】 

世田谷区の主催する「国際平和交流基金助成事業」に関する広報物の企画･制作を行いました。 

１． 内容 （１）世田谷区国際平和交流基金の助成事業及び国際交流団体を紹介するリーフレットの作成 

（２）次年度 世田谷世界交流プロジェクトの告知用チラシの作成 

（３）世田谷世界交流プロジェクト全体の報告書（リーフレット）の作成 

２． 実施日： ２０１２年５月～２０１３年３月 計３回 

３． 添付資料： 広報チラシ ①２０１２年度スタート、②2012活動レポート、③参加団体募集 

 

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.53 水泳コーチ育成PJT２０１２】 

水泳のコーチ業として起業を目指すスタッフを、地域コミュニティとして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： ２０１２年４月～２０１３年３月 

３． 添付資料： 事業報告書 

②【no.46 サービス公社池尻コンサル業務】 

世田谷区が池尻に新設する「生涯現役推進施設」の指定管理者業務の受託を目指す「株式会社世田谷サービス公社」に対す

る、プロポーザル資料の企画・作成支援業務を行いました。 

１． 発注者： 株式会社世田谷サービス公社 

２． 内容 の企画及び報告書作成 

３． 実施日： ２０１１年１０月～２０１２年６月 

４． 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日本羊毛フェルトクラフト協会･･･渡邊 

 銀座、代官山、表参道の３教室での運営。インストラクターの育成、１日講習会の開催等。 

②アントレハウス駒沢の一連の事業 

アントレランチ、起業セミナー 

③広報事業 

WEBサイトの運営 

 

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㈱ なのに 80,000円 

・事務所管理 アントレハウスプロジェクト40,000円 皆本 20,000円 

・WEB管理費 須賀 10,000円   皆本 10,000円 

・総務事務 佐藤 30,000円 
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書式第９号 
 
 
 

２０１２年 度  事 業 報 告 書 
 

  ２０１２年４月１日から２０１３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 

 ６期目は、設立以来取り組んできた世田谷区の起業支援プロジェクト「せたがやかやっく」の交流
イベントである「ビジネスリーグ」の一環として「せたがやソーシャルビジネスコンテスト」を昨年
に引き続いて開催し、世田谷区長を迎えて盛況に開催し、認知度を高めることができました。 
その他継続事業としては、国際交流助成事業「世田谷世界交流プロジェクト」の参加団体の支援、

広報事業の支援、水泳コーチ業務の起業者育成に取り組む「水泳コーチ育成PJT」を受託しました。 
新規事業としては、世田谷サービス公社と共催した「第1回世田谷ビジネス伝承フェア」、地域広報

【アントレレター】の発行、新プロジェクト日本羊毛ﾌｪﾙﾄｸﾗﾌﾄ協会による「インターン受入れ」、お教
室ビジネスコンテスト｢アントレカレッジ1期｣などを実施しました。 

 
 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 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 

支出額 
（千円） 

 

 

地 域ビ ジネ
ス 市民 交流
事業 

【平成２５年度 世田谷世界
交流ミーティングの運営委
託】 
区内の交流団体と区民の交
流、全６回 

5/1～ 
3/31 

生活工房、他 ３名 

世田谷区内の 
住民や事業者 
述べ326名 
述べ61団体 

481 

【第2回ビジネス伝承フェア】 
廃業を防ぐため、地域の事業
者の話を聞く交流会 

3/1 
三茶しゃれな
あど 

３名 
一般区民 
35名 

35 

地 域ビ ジネ
ス 起 業 支
援 ・啓 発事
業 

【せたがやかやっく2011企画
運営業務】 
起業相談、交流会、起業イベ
ントの運営 

4/1～ 
3/31 

世田谷産業プ
ラザ、他 

５名 

世田谷区で 
起業に 
取り組む人 
682名 

2,877 

地 域ビ ジネ
ス調査･広報
事業 

【平成2５年度 世田谷区国際
平和交流基金助成事業の広報
委託】 

5/1～ 
3/10 

生活工房、他 ３名 
世田谷区内の 
住民や事業者 
2000名 

494 

地 域ビ ジネ
ス ステ ーシ
ョン事業 

【水泳コーチ育成PJT2011】 
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
教室に運営 

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 

4,606 

【サービス公社池尻コンサル
業務】 
世田谷区の新設施設の指定管
理業務企画立案 

4/1～ 
6/31 

せたがやサー
ビス公社 

２名 
サービス公社担
当部門５名 

997 

   （２）その他の事業 

なし 
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■２０１２年度 会計財産目録                     ２０１３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 174,014     

    みずほ銀行普通預金 672,189     

    ゆうちょ銀行普通預金 227,135     

    事業未収金 1,186,310     

    仮払い金 188,730     

   流 動 資 産 合 計   2,448,378   

  ２ 固定資産       

   固 定 資 産 合 計   0   

  資  産  合  計     2,448,378 

           

Ⅱ 負債の部       

  １ 流動負債       

   未払金 1,684,170     

   預り金 162,000     

   流 動 負 債 合 計   1,846,170   

   固 定 負 債 合 計   0   

  負  債  合  計     1,846,170 

  正  味  財  産     602,208 

 

■２０１２年度    会計貸借対照表               ２０１３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       

   現金預金 1,073,338     

   未収金 1,186,310     

   仮払金 188,730     

   流 動 資 産 合 計   2,448,378   

  ２ 固定資産       

   固 定 資 産 合 計   0   

  資  産  合  計     2,448,378 

           

Ⅱ 負債の部       

  １ 流動負債       

   未払金 1,684,170     

   預り金 162,000     

   流 動 負 債 合 計   1,846,170   

  ２ 固定負債       

   固 定 負 債 合 計   0   

  負  債  合  計     1,846,170 

           

Ⅲ 正味財産の部       

   前期繰越正味財産   575,959   

   当期正味財産増減額   26,249   

   正味財産合計     602,208 

           

  負債及び正味財産合計     2,448,378 
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■平成２４年度  活動計算書                 ２０１３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 経常収益       

  １ 受取会費       

   正会員受取会費 110,000     

   賛助会員受取会費 12,000     

     122,000   

  ２ 受取寄附金       

      0   

  ３ 受取助成金等       

        0   

  ４ 事業収益       

        事業収益 9,750,532     

        事業収益   9,750,532   

  ５ その他収益       

   受取利息 146     

      146   

  経常収益計     9,872,678 

            

Ⅱ 経常費用       

  １ 事業費       

   (1)人件費       

    給料手当       

    人件費計 0     

   (2)その他経費      

    業務委託費 9,511,682     

    旅費交通費 0     

    消耗品費 5,472     

    印刷製本費 67,015     

    その他経費計 9,584,169     

   事業費計  9,584,169   

  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     

    通信運搬費 160     

    支払い手数料 2,100     

    その他経費計 192,260     

   管理費計  192,260   

  経常費用計    9,776,429 

   当期経常増減額    96,249 

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    96,249 

   法人税、住民税及び事業税    70,000 

   当期正味財産増減額    26,249 

   前期繰越正味財産額    575,959 

  次期繰越収支差額 次期繰越正味財産額     602,208 
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■平成２４年度  計算書類の注記                 ２０１３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          

        （単位：円） 

科目 １交流事業 ２起業事業 ３広報事業 ４拠点事業 事業部門計 管理部門 合計 

Ⅰ 経常収益                

１．受取会費          122,000 122,000 

２．受取寄附金              

３．受取助成金等              

４．事業収益 538,500 2,947,820 495,600 5,768,612 9,750,532   9,750,532 

５．その他収益               

 経常収益計 538,500 2,947,820 495,600 5,768,612 9,750,532 122,000 9,872,532 

Ⅱ 経常費用               

（１）人件費              

 給料手当              

 退職給付費用              

 福利厚生費              

 人件費計 0 0 0 0 0 0 0 

（２）その他経費              

 業務委託費 507,250 2,860,000 450,000 5,694,432 9,511,682 190,000 9,701,682 

 消耗品費 300 5,172     5,472   5,472 

 通信費        0 160 160 

 支払い手数料        0 2,100 2,100 

 印刷製本費 22,740  44,275   67,015   67,015 

 その他経費計 530,290 2,865,172 494,275 5,694,432 9,584,169 192,260 9,776,429 

 経常費用計 530,290 2,865,172 494,275 5,694,432 9,584,169 192,260 9,776,429 

 当期経常増減額 8,210 82,648 1,325 74,180 166,363 -70,260 96,103 

 

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) 9,511,682 9,511,682  

   業務委託費(管理費) 190,000  160,000  

   活動計算書計 9,701,682  9,671,682  

（貸借対照表）     

   未払い金 1,694,170  1,616,710  

         

    貸借対照表計 1,694,170  1,616,710  

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 2013年5月9日 

立会人 理事長 松村拓也 事務局長 皆本 

監査対象期間 2012年4月1日 ～ 2013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2012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６年度に当たる当期の活動は、せたがやかやっく及び世田谷世界交流事業を中心に充実が図られ、

事業収入で前年度比約１１６％を達成しました。 

本年度より会計基準が変更となり、これに伴う対応も内容を確認いたしました。 

会員数が減少しており、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 

 

 

２０１３年５月９日 

監事 須賀理津子 
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第2号議案 2013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 

■世田谷世界交流プロジェクト 事務局業務（５０万） 

世田谷区からの業務委託・年６回 交流ミーティングの企画運営業務 

■世田谷ビジネス伝承フェア（５万） 

 地域の伝承すべきビジネスを照会するイベント 

 

２．地域ビジネス起業支援・啓発事業について 

■せたがやかやっく（３００万） 

世田谷区産業振興公社よりせたがやかやっくの企画運営業務を受託し、企画業務、ガイダンス対応、 

世田谷ビジネスリーグ（セミナー、コンテスト、フェア、アワード）の開催 

 

３．地域ビジネス調査･広報事業について 

■世田谷世界交流プロジェクト 広報業務（５０万） 

世田谷区からの業務委託・年３回 国際交流活動に関する広報業務 

 

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PJT2012（４００万） 

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会議費 \20,000 打合せ経費として計上する 

②通信費 \20,000 郵送物の発想費用として計上する 

③事務用品費 \20,000 事務局の事務用品購入費用として計上する 

④消耗品費 \15,000 消耗品の購入費として計上する 

⑤新聞図書費 \50,000 書籍の購入費用として計上する 

⑥租税公課 \100,000 印紙代などとして計上する 

⑦諸会費 \100,000 団体加入費などとして計上する 

⑧地代家賃 \60,000  法人所在地の賃料として計上する 

⑨管理諸費 \200,000 経理事務、総務事務の費用として計上する
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書式第７号 事業計画書（法第１０条関係） 
 
 

２０１３年度  事 業 計 画 書 
 

  ２０１３年４月１日 から ２０１４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 
２０１２年度は、起業支援・啓発業務と市民交流事業を、会員主催によるワークショップやセミ

ナーなどによるカリキュラムとして充実させ、世田谷区を基点にさらに広げていく。 
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 

 世田谷世界交流プロジェ

クト事務局業務 

 世田谷ビジネス伝承フェ

アに関する支援事業 
 

４月～ 
３月 

世田谷産業
プラザ、他 

６名 

主に世田谷区内の
住民や事業者で、
ビジネスや国際交
流に関心のある者 
 
不特定多数 

520 

地 域ビ ジネ
ス 起 業 支
援 ・啓 発事
業 

 起業･創業に関する相談

会、展示会、イベントの

開催(せたがやかやっく) 

毎週金曜
日、ほか 

世田谷産業
プラザ、世
田谷ものづ
くり学校、
他 

５名 

主に世田谷区内の
住民や事業者で、
起業に対し関心の
ある者 
5人×48回 
＋不特定多数 

2,900 

地 域ビ ジネ
ス調査･広報
事業 

 機関紙、研究報告書、メ

ールマガジンなどの発行 

 ホームページの開設･運営 

 地域の事業資源に関する

調査、研究 

 国際交流に関する広報 
 

４月から
随時 

法人事務所 
および各所 

１５名 

主に世田谷区内の
住民や事業者で、
地域内でのビジネ
ス情報に関心のあ
る者 
不特定多数 

480 

地 域ビ ジネ
ス ステ ーシ
ョン事業 

 市民の事業活動拠点に関

する情報収集および発信 

 市民の事業活動拠点の確

保、運営 

 活動拠点を活用した地域

との連携事業の企画、実

施(特別区職員研修所、

他) 
 

４月から
随時 

法人事務所 
および各所 

５名 

主に世田谷区内の
住民や事業者で、
ビジネスを活用し
た地域活性化に関
心のある者 
不特定多数 

3,980 
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■２０１３年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書 
２０１３年4月1日から ２０１４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 2013年度予算 2012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 \100,000 \10,000 新規会員 10名 

   会費収入 \246,000 \112,000 正 11⇒21、賛助 2⇒6 計 27名 

    小計 \346,000 \122,000   

  ２ 事業収入      

   -1 地域ビジネス市民交流事業 \550,000 \536,500 
世田谷世界事務局＝50万 

世田谷ビジネス伝承フェア＝5万 

   -2 地域ビジネス起業支援・啓発事業 \3,000,000 \2,947,820 せたがやかやっく＝300万 

   -3 地域ビジネス調査･広報事業 \500,000 \495,600 世田谷世界広報＝50万 

   -4 地域ビジネスステーション事業 \4,000,000 \5,768,612 水泳コーチ育成プロジェクト＝400万 

    小計 \8,050,000 \9,750,532   

  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 \0   

  ４ 寄付金収入      

      \0 \0   

  ５ その他収入      

   利息収入 \1,000 \146   

      \1,000 146   

  ６ その他の事業会計からの繰入      

    経常収入合計 \8,397,000 \9,872,678   

Ⅱ 経常支出の部      

  １ 事業費      

   -1 地域ビジネス市民交流事業 \520,000 \530,290   

   -2 地域ビジネス起業支援・啓発事業 \2,900,000 \2,865,172   

   -3 地域ビジネス調査･広報事業 \480,000 \494,275   

   -4 地域ビジネスステーション事業 \3,980,000 \5,694,432   

    小計 \7,880,000 \9,584,169   

  ２ 管理費      

   -1 会議費 \20,000     

   -2 通信費 \20,000 160   

   -3 事務用品費 \20,000     

   -4 消耗品費 \15,000     

   -5 新聞図書費 \50,000     

   -6 租税公課 \100,000 \70,000   

   -7 諸会費 \10,000     

   -8 支払手数料 \10,000 2100   

   -9 業務委託費 \200,000 \190,000   

    小計 \445,000 \262,260   

    経常支出合計 \8,325,000 \9,846,429   

    経常収支差額 \72,000 \26,249   

    その他の資金支出合計 \0 \0   

   当期収支差額 \72,000 \26,249   

   前期繰越収支差額 \602,208 \575,959   

    次期繰越収支差額 \674,208 \602,208   
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添付資料 

1. 51 平成２５年度 世田谷世界・運営委託 第2回チラシ 

2.         第5回チラシ 

3. 54 第２回世田谷ビジネス伝承フェア  チラシ 

4. 50 せたがやかやっく2012企画運営業務 kayak#010 

5.         Kayak#011 

6. 52 平成2５年度 国際平和交流基金・広報 プロジェクトパンフレット 

7.         プロジェクトレポート 

8.         プロジェクト募集要項 

9. 53 水泳コーチ育成PJT2012   レポート 

10. 46 サービス公社池尻コンサル   レポート 

 


