
平成２２年度事業報告書 

 

                        特定非営利活動法人 情報社会生活研究所 

１ 事業の成果 

① 普及啓発事業 

メール情報誌の読者数は約 4,000 人を維持。週約３回のペースで引き続き配信している。 

② 事業活動への助言又は支援事業 

地域メディアサイト運営を継続支援。デザインを一新し、見やすさを心掛けるとともに、電子書籍

など、新しい時代を見越した提案を実施した。 

③ 地域振興への助言又は支援事業 

ホームページの運営支援や情報冊子の企画制作の支援などにより、丹波市の定住促進事業、同じく

有機の里づくり推進事業、また、経済産業省の農商工連携補助枠を活用したツーリズム開発事業の

支援を行った。今年度は、新しく恐竜化石を活かしたまちづくりの支援を開始した。さらに、北近

畿のキーパーソンをつないで地域活性化を図る活動への支援を始めた。 

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 

定款の事業名 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 

支出額 (千

円) 

①情報社会生

活に関する普

及啓発事業 

情報誌の発行 ～10 月 丹波市内 ３人 不特定多数 

１５０ 
サイト運営 通年 事務所 ５人 不特定多数 

②情報社会に

おける事業活

動への助言又

は支援事業 

地域メディア

(丹波新聞)サ

イト運営支援 

通年 丹波市内 ２人 運営者及び不特

定多数閲覧者 
２８８ 

③情報社会に

おける地域振

興への助言又

は支援事業 

恐竜化石を活

かしたまちづ

くり支援 

通年 兵庫 丹波

地域内等 

２人 フォーラム実行

委員会及び参加

者 

３，５４４ 

農商工連携事

業支援 

通年 丹波 市内

等 

２人 丹波市内事業者

及び消費者 

丹波市定住促

進事業支援 

通年 丹波 市内

等 

２人 不特定多数 

丹波市有機の

里づくり推進

事業支援 

通年 丹波 市内

等 

２人 丹波市内農家及

び消費者 

北近畿プラッ

トフォームづ

くり支援 

７月～ 北近 畿一

円 

１人 北近畿一円の地

域づくり関係者

不特定多数 

 



科目・摘要
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金預金
　　　　　現金 現金手許有高 0
　　　　　普通預金　中兵庫信用金庫春日支店・非 2,696,400
　　　　　普通預金　郵便局・シフト 0
　　　　　普通預金　イーバンク銀行 63,637
　　　　流動資産合計 2,760,037

　２　固定資産
　　　　土地 0
　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 2,760,037

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　　短期借入金 0
　　　　未払金 35,500
　　　　流動負債合計 35,500

　２　固定負債
　　　　長期借入金 0
　　　　退職給与引当金 0
　　　　固定負債合計 0

　　　　負債合計 35,500

　　　　正味財産 2,724,537

金額（単位：円）

平成２２年度特定非営利活動に係る会計財産目録

　　平成２３年３月３１日現在
特定非営利活動法人　情報社会生活研究所



科目
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金 0
　　　　預金 2,760,037
　　　　未収金 0
　　　　仮払金 0
　　　流動資産合計 2,760,037

　２　固定資産
　　　　固定資産 0
　　　固定資産合計 0
　　　
　　　資産合計 2,760,037

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　　未払金 35,500
　　　　前受金 0
　　　　仮受金 0
　　　　短期借入金 0
　　　流動負債合計 35,500

　２　固定負債
　　　　長期借入金 0
　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 35,500

Ⅲ　正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 1,760,918
　　　当期正味財産増加額 963,619
　　　　正味財産合計 2,724,537

　　　　負債及び正味財産合計 2,760,037

平成２２年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

　　平成２３年３月３１日現在
特定非営利活動法人　情報社会生活研究所

金額（単位：円）



科目
(資金収支の部)
Ⅰ　経常収入の部
　１　会費・入会金収入

　　　正会員の会費・入会金収入 128,000

　　　賛助会員の会費・入会金収入 2,000 130,000
　２　事業収入

　　　①情報社会生活に関する普及啓発事業 20,000

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 360,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 961,800

　　　④情報社会生活商品・サービス提供事業 0

　　　⑤情報社会生活に関する調査研究事業 0 1,341,800

　３　寄付金収入

　　　寄付金 18,000 18,000
　４　補助金・助成金収入
　　　補助金 3,749,360

　　　助成金 0 3,749,360
　　　　経常収入合計 5,239,160

Ⅱ　経常支出の部
　１　事業費

　　　①情報社会生活に関する普及啓発事業 150,216

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 288,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 3,544,780

　　　④情報社会生活商品・サービス提供事業 0

　　　⑤情報社会生活に関する調査研究事業 0 3,982,996
　２　管理費   

　　　役員報酬 0

　　　給料手当 0

　　　雑給 0

　　　法定福利費 0

　　　会議費 11,836

　　　租税公課 0

　　　旅費交通費 0

　　　通信運搬費 0

　　　消耗什器備品費 0

　　　消耗品費 21,415

　　　水道光熱費 0

　　　諸会費 256,000

　　　地代家賃 0

　　　雑費 3,465 292,716
　　　　経常支出合計 4,275,712

　　　経常収支差額 963,448

Ⅲ　その他資金収入の部
　１　借入金収入

　　　長期借入金 0 0

　２　受取利息 171 171

　３　その他事業からの繰入金収入 0 0
　　　　その他資金収入合計 171

Ⅳ　その他資金支出の部
　１　借入金返済

　　　長期借入金 0 0
　２　支払利息

　　　支払利息 0 0
　３　予備費

　　　予備費 0 0
　　　　その他資金支出合計 0

　　　その他資金収支差額 171

　　　当期収支差額 963,619

　　　前期繰越収支差額 1,760,918

　　　次期繰越収支差額 2,724,537

金額（単位：円）

平成２２年度　特定非営利活動に係る会計収支計算書

　　平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

特定非営利活動法人　　情報社会生活研究所



（正味財産増減の部）

Ⅴ　正味財産増加の部

　１　資産増加額
　　　当期収支差額（再掲） 963,619 963,619
　２　負債減少額
　　　当期負債減少額 0
　　　　正味財産増加額合計 963,619

Ⅵ　正味財産減少の分
　１　資産減少額
　　　当期収支差額（再掲、マイナスの場合）
　２　負債増加額
　　　当期負債増加額 0
　　　　正味財産減少額合計 0

　　　当期正味財産増加額 963,619

　　　前期繰越正味財産額 1,760,918
　　　当期正味財産合計 2,724,537


