
平成２０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：メール情報誌及び月刊情報誌を発行。読者数は約 4,000 人を確保。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、新しく地元企業の第二創業支援を

実施。経営者スクール「草莽塾」への支援実施。③地域振興への助言又は支援事業：「里山ウォー

クデイ」や「田舎暮らしフォーラム」、慶應義塾大学ビジネススクール「地域起業家養成研修」の

継続実施に加え、丹波市の定住促進事業への参画、丹波市有機の里づくり推進事業への参画、田

舎暮らしトライヤルホリデーの実施など、活動が広がった。④商品・サービスの提供事業：観光

情報発信サイト「たびらぼ」のフォローアップ。⑤情報社会生活に関する調査研究事業：実施し

なかった。 

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) 

情報社会生活

レポート発行 

通年 事務所 ３人 不特定多数 ①情報社会生

活に関する普

及啓発事業 サイト運営 通年 事務所 ３人 不特定多数 

８２５ 

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） 

②情報社会に

おける事業活

動への助言又

は支援事業 地元企業リニ

ューアル支援 

10 月～12

月 

丹波市内 １人 主として事業

者（及び顧客） 

３５２ 

地域起業家養

成研修の開催 

１月～３月 丹波市内 １人 受講者数名 

里山ウォーク

デイ実施 

11 月 2日 丹波市内 10 人 主に阪神圏市

民（約 150 人） 

田舎暮らしフ

ォーラム支援 

通年 丹波市内

等 

２人 フォーラム実

行委員会及び

その先不特定

多数 

田舎暮らしト

ライヤルホリ

デー実施 

年３回 丹波市内

等 

10 人 不特定多数 

丹波市定住促

進事業支援 

通年 丹波市内

等 

２人 丹波市及びそ

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 

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

及びその先不

特定多数 

６６６ 

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

グサイト運営 

通年 丹波市内 ２人 不特定多数 

０ 

 



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 168,000

　　　賛助会員の会費・入会金収入 0 168,000
　２　事業収入

　　　①情報社会生活に関する普及啓発事業 216,003

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 708,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 10,000

　　　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 0 934,003

　３　寄付金収入

　　　寄付金 0 0
　４　補助金・助成金収入
　　　補助金 2,346,900

　　　助成金 325,000 2,671,900
　　　　経常収入合計 3,773,903

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 824,685

　　　②情報社会における事業活動助言支援事業 352,000

　　　③情報社会における地域振興助言支援事業 666,278

　　　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 1,842,963
　２　管理費   

　　　役員報酬 0

　　　給料手当 0

　　　雑給 12,000

　　　法定福利費 0

　　　会議費 7,100

　　　租税公課 2,000

　　　旅費交通費 1,500

　　　通信運搬費 10,570

　　　消耗什器備品費 0

　　　消耗品費 55,842

　　　水道光熱費 0

　　　諸会費 19,000

　　　地代家賃 0

　　　雑費 4,122 112,134
　　　　経常支出合計 1,955,097

　　　経常収支差額 1,818,806

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 1,400 1,400

　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 1,400

Ⅳ　その他資金支出の部
　１　借入金返済

　　　長期借入金 1,900,000 1,900,000
　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 1,900,000

　　　その他資金収支差額 -1,898,600

　　　当期収支差額 -79,794

　　　前期繰越収支差額 549,521

　　　次期繰越収支差額 469,727

金額（単位：円）

平成２０年度　特定非営利活動に係る会計収支計算書

　　平成２０年４月１日から平成２１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）
　２　負債減少額
　　　当期負債減少額 1,900,000
　　　　正味財産増加額合計 1,900,000

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） 79,794
　２　負債増加額
　　　当期負債増加額 0
　　　　正味財産減少額合計 79,794

　　　当期正味財産増加額 1,820,206

　　　前期繰越正味財産額 -1,350,479
　　　当期正味財産合計 469,727



科目
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　現金 0
　　　　預金 469,727
　　　　未収金 0
　　　　仮払金 0
　　　流動資産合計 469,727

　２　固定資産
　　　　固定資産 0
　　　固定資産合計 0
　　　
　　　資産合計 469,727

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 -1,350,479
　　　当期正味財産増加額 1,820,206
　　　　正味財産合計 469,727

　　　　負債及び正味財産合計 469,727

平成２０年度特定非営利活動に係る会計貸借対照表

　　平成２１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 372,903
　　　　　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 0
　　　　　普通預金　中兵庫信用金庫春日支店・シフト 39,876
　　　　　普通預金　郵便局・シフト 0
　　　　　普通預金　イーバンク銀行 56,948
　　　　流動資産合計 469,727

　２　固定資産
　　　　土地 0
　　　　固定資産合計 0

　　　　資産合計 469,727

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 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 469,727

金額（単位：円）

平成２０年度特定非営利活動に係る会計財産目録

　　平成２１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


