
平成 18 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情報社会生活に関する普及啓発事業においては、平成 18年 9月より、月刊の「情報社会生活マ

ンスリーレポート」をダウンロード提供し、2,000 部近い発行部数を記録するようになった。②

情報社会における事業活動への助言又は支援事業においては、携帯 GPS を利用した県内の産学協

同事業に対し、調査等の支援を行った。また、地域メディアのウェブサイト運営を支援した。③

情報社会における地域振興への助言又は支援事業については、昨年度と同様「学び i塾」「里山ウ

ォークデイ」「田舎.tv」支援等を継続している。④情報社会生活に資する商品・サービスの提供

事業においては、たんばライフツーリズム・コンソーシアムを主体となって組織、兵庫県の『「ひ

ょうご」の観光地活性化支援事業』の認定を受けて取り組んでいる。⑤情報社会生活に関する調

査研究事業については実施しなかった。なお、「その他事業」については、収益と運営コストを鑑

み、本年度をもって廃業し、特定非営利活動に係る事業に専念することと決定した。 

 

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 

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 

情報社会生活

レポート発行 

通年 事務所 ３人 不特定多数 

749 

②情報社会に

おける事業活

動への助言又

は支援事業 

携帯 GPS 利用

観光事業への

支援 

通年 丹波市内 ２人 主として開発

事業者（及びそ

の先不特定多

数） 450 

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 主として事業

者（及びその先

不特定多数） 

③情報社会に

おける地域振

興への助言又

は支援事業 

情報発信講座

(学び i 塾)の

開催 

通年 丹波市内 １人 市内各所（各回

数名～10 名） 

711 
里山ウォーク

デイ実施 

10 月 1 日 丹波市内 10 人 主に阪神圏市

民（約 150 人） 

地 域 サ イ ト

(田舎 .tv)の

運営 

通年 事務所 ３人 不特定多数 

④情報社会に

資する商品・サ

ービスの提供

事業 

観光マッチン

グサイト構築

(ライフツー

リズム)支援 

通年 丹波市内 ３人 主としてコン

ソーシアム組

織団体（及びそ

の先不特定多

数） 

4,988 

 (2) その他事業 

定款の事業名 事 業 内 容 実施日時 実施場所 
従事者

の人数 

支出額 

（千円） 

①広告関連事業 オンライン媒体への広告掲載 随時 事務所 １人 156 

 



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 112,000

　　　賛助会員の会費・入会金収入 0 112,000
　２　事業収入

　　　①情報社会生活に関する普及啓発事業 44,600

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 2,076,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 315,789

　　　④情報社会生活商品・サービス提供事業 2,285,000

　　　⑤情報社会生活に関する調査研究事業 0 4,721,389

　３　寄付金収入

　　　寄付金 1,381,296 1,381,296
　４　補助金・助成金収入

　　　助成金 0 0
　　　　経常収入合計 6,214,685

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 749,306

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 450,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 711,052

　　　④情報社会生活商品・サービス提供事業 4,988,137

　　　⑤情報社会生活に関する調査研究事業 0 6,898,495
　２　管理費   

　　　役員報酬 0

　　　給料手当 0

　　　雑給 18,000

　　　法定福利費 0

　　　会議費 11,083

　　　旅費交通費 0

　　　通信運搬費 0

　　　消耗什器備品費 0

　　　消耗品費 4,095

　　　水道光熱費 0

　　　諸会費 5,500

　　　地代家賃 0

　　　雑費 7,865 46,543
　　　　経常支出合計 6,945,038

　　　経常収支差額 -730,353

Ⅲ　その他資金収入の部
　１　借入金収入

　　　長期借入金 1,400,000 1,400,000

　２　受取利息 420 420

　３　その他事業からの繰入金収入 47,437 47,437
　　　　その他資金収入合計 1,447,857

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 1,447,857

　　　当期収支差額 717,504

　　　前期繰越収支差額 235,210

　　　次期繰越収支差額 952,714

（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） 717,504

金額（単位：円）

平成１８年度　特定非営利活動に係る会計収支計算書

　　平成１８年４月１日から平成１９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



　２　負債減少額
　　　当期負債減少額 0
　　　　正味財産増加額合計 717,504

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 1,400,000
　　　　正味財産減少額合計 1,400,000

　　　当期正味財産減少額 -682,496

　　　前期繰越正味財産額 235,210
　　　当期正味財産合計 -447,286
(1)兵庫県認定の『「ひょうご」の観光地活性化支援事業』に伴う補助金が確定している
(2)上記はコンソーシアム運営のため、補助金ではなく「④情報社会生活商品・サービス提供事業」で計上する
(3)上記本年度確定分のうち、今期計上額は1,485,000円、次期も同額である



科目
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金 0
　　　　預金 952,714
　　　　未収金 0
　　　　仮払金 0
　　　流動資産合計 952,714

　２　固定資産
　　　　固定資産 0
　　　固定資産合計 0
　　　
　　　資産合計 952,714

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

　２　固定負債
　　　　長期借入金 1,400,000
　　　固定負債合計 1,400,000

　　　負債合計 1,400,000

Ⅲ　正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 235,210
　　　当期正味財産増加額（減少額） -682,496
　　　　正味財産合計 -447,286

　　　　負債及び正味財産合計 952,714

平成１８年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

　　平成１９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・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 834,746
　　　　　普通預金　中兵庫信用金庫春日支店・営 0
　　　　　普通預金　中兵庫信用金庫春日支店・ライフ 33,768
　　　　　普通預金　中兵庫信用金庫春日支店・シフト 18,275
　　　　　普通預金　郵便局・シフト 65,925
　　　　流動資産合計 952,714

　２　固定資産
　　　　土地 0
　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 952,714

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　　短期借入金 0
　　　　預り金 0
　　　　流動負債合計 0

　２　固定負債
　　　　長期借入金　小橋昭彦 1,400,000
　　　　退職給与引当金 0
　　　　固定負債合計 1,400,000

　　　　負債合計 1,400,000

　　　　正味財産 -447,286

金額（単位：円）

平成１８年度特定非営利活動に係る会計財産目録

　　平成１９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
（経常収支の部）
Ⅰ　経常収入の部
　１　事業収入

　　　①広告関連事業収入 252,000 252,000
　２　雑収入

　　　雑収入 0 0

　　　　経常収入合計 252,000

Ⅱ　経常支出の部

　１　事業費

　　　①広告関連事業費 155,554 155,554

　２　管理費

　　　通信運搬費 72,009

　　　消耗什器備品費 0

　　　消耗品費 0

　　　雑費 31,000 103,009

　　　　経常支出合計 258,563

　　　経常収支差額 -6,563

Ⅲ　その他資金収入の部 0 0
　　　　その他資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部
　１　特定非営利活動事業会計繰入金支出 47,437 47,437
　　　　その他資金支出合計 47,437

　　　その他資金収支差額 -47,437

　　　当期収支差額 -54,000

　　　前期繰越収支差額 54,000

　　　次期繰越収支差額 0
（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） 0
　２　負債減少額
　　　当期負債減少額 0
　　　　正味財産増加額合計 0

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） 54000
　２　負債増加額
　　　当期負債増加額 0
　　　　正味財産減少額合計 54,000

　　　当期正味財産増加（減少）額 -54,000

　　　前期繰越正味財産額 54,000
　　　当期正味財産合計 0

平成１８年度　その他の会計収支計算書

　　平成１８年４月１日から平成１９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
金額（単位：円）



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

　２　固定資産
　　　　固定資産 0
　　　固定資産合計 0
　　　
　　　資産合計 0

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

　２　固定負債
　　　　長期借入金 0
　　　固定負債合計 0

　　　負債合計 0

Ⅲ　正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 54,000
　　　当期正味財産増加額（減少額） -54,000
　　　　正味財産合計 0

　　　　負債及び正味財産合計 0

平成１８年度その他の会計貸借対照表

　　平成１９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・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・営 0
　　　　流動資産合計 0

　２　固定資産
　　　　土地 0
　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 0

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　　短期借入金 0
　　　　預り金 0
　　　　流動負債合計 0

　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 0

　　　　正味財産 0

金額（単位：円）

平成１８年度その他の会計財産目録

　　平成１９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


