
	 

平成２６年度事業報告書	 

	 
特定非営利活動法人	 くらしと生活環境を守る会	 	 

	 
Ⅰ	 事業期間	 
	 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日	 
	 
Ⅱ	 事業の成果	 

年間１3回（4/15・5/19・6/25・7/3・8/5・8/19・8/28・9/9・9/25・10/16・11/20・	 
1/22・3/2）	 
	 

社員と各分野専門化を招き勉強会を行なった。	 
活動具現化の議論を行い具体的な成果に結び付ける事案テーマを実施した。	 

	 
Ⅲ	 事業の実施状況	 
	 １	 特定非営利活動に係る事業	 

	 
	 （1）（事業名）	 車いす利用者補助具ＪＩＮＲＩＫＩの商品販売推進活動実施	 
	 
	 	 	 	 （内	 容）下記４回にわたり、防災訓練へ参加行い防災避難を想定した車いす利用者補助具

商品の機能特性を防災訓練関連の参加者へ使用説明と体験を行いＰＲした。	 
	 

8/30日	 京都市総合防災訓練清水寺周辺へ参加	 
10/4日	 大阪府・三島地域４市１町合同防災訓練万博会場へ参加	 
10/25日	 羽曳野・藤井寺・柏原３市総合合同防災フエア石川公園へ参加	 
1/16日	 堺市防災訓練大泉緑地へ参加	 
	 

（成	 果）	 東北震災の教訓を活かした車いす利用者の方を少人数で、いかに素早く避難す
ることが出来るか官庁・消防署・社会福祉協会など	 
参加者全員が防災に対する必要補助具として共有することができた。	 

	 
Ⅳ	 社員総会の開催状況	 	 	 第一回通常総会	 
	 
１．日	 	 	 	 時：	 	 	 	 平成27年3月31日	 	 １８時００分から	 １８時３０分まで	 

２．場	 	 	 	 所：	 	 	 	 グランフロント大阪７階ナレッジサロン	 

３．出席正会員数：	 	 	 	 14名（うち委任状出席者数	 3名）	 正会員総数	 	 17名	 

４．議長の選任	 

特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会の総会において、上記のとおりの者が出席した。	 

理事長	 濱本泉は、本日の総会は正会員総数の２分の１以上の出席があったので有効に成立した

旨を告げ、開会を宣言した。	 

議長を選出すべく、全員で互選したところ濱本泉が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、

１８時１０分	 特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会の総会の開会を宣言し、議事に入っ

た。	 

５．議	 	 事	 

第1号議案	 平成26年度事業報告及び27年度の事業計画承認の件	 

	 議長は、平成 26 年度事業報告の内容説明した上で、この件に関する承認を全員に諮ったところ、

全員異議なく承認し本件は可決された。	 

	 

第2号議案	 平成26年度及び平成27年度の収支予算書承認の件	 

	 議長は、平成26年度及び平成27年度の収支予算書の案を示し、その承認を求めたところ全員異

議なくこれを承認し、本案は可決された。	 

	 

第3号議案	 役員の選任	 

議長は役員改選に当たり定款１２条、１４条の説明を行い、理事について理事会案を提示し、この

件に関して承認を求めたところ全員異議なく承認し可決された。	 

	 



	 

第４号議案	 円滑な組織と運営の実行するため役割分担	 

	 

第5号議案	 議事録署名人の選任の件	 

	 議事録署名人について、議長から本日出席の濱本泉と古川文彦と篠原和彦の３名を指名したとこ

ろ、全員異議なく承認し、本案は可決された。	 

	 

	 
６	 理事会その他の役員会の開催状況	 
（日	 時）	 	 平成27年3月31日	 18時から19時00分	 
（場	 所）	 	 グランフロント大阪７階ナレッジサロン	 
	 第10回理事会	 	 

諸事業と年間計画について検討がなされ、委員会の再編及び選任がなされた。	 
 

平成２７年３月３１日	 

	 



平成26年度　活動計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益
１．受取会費
正会員受取会費 60,000
賛助会員受取会費 0
･････････････ 60,000 60,000

２．受取寄附金
受取寄附金　　 50,000
施設等受入評価益 0
･････････････ 50,000 50,000

３．受取助成金等
受取民間助成金 0
･････････････ 0 0

４．事業収益
○○事業収益 0

５．その他収益
受取利息 0
雑収益 11,040
･････････････ 11,040 11,040

経常収益計 121,040
Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給料手当 0
法定福利費 0
退職給付費用 0
福利厚生費 0
･････････････ 0
人件費計 0
その他経費
会議費 73,030
旅費交通費 13,400
施設等評価費用 0
減価償却費 0
支払利息 0
･････････････ 0
その他経費計 86,430

事業費計 86,430
２．管理費

人件費
役員報酬 0
給料手当 0
法定福利費 0
退職給付費用 0
福利厚生費 0
･････････････ 0
人件費計 0
その他経費
会議費 0
旅費交通費 0
減価償却費 0
支払利息 0
･････････････ 0
その他経費計 0

管理費計 86,430
経常費用計 86,430
当期経常増減額 34,610

Ⅲ 経常外収益
１．事業費固定資産売却益 0
･････････････ 0

経常外収益計 0
Ⅳ 経常外費用
１．事業費過年度損益修正損 0
･････････････ 0

経常外費用計 0
税引前当期正味財産増減額 0
法人税、住民税及び事業税 0
当期正味財産増減額 34,610
前期繰越正味財産額 98,813
次期繰越正味財産額 133,423

金額

（２）

（１）

（２）

（１）



平成２６年度　財産目録
平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人くらしと生活環境を守る会
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
手元現金 0
三井住友銀行普通預金 133,423

未収金
××事業未収金 0

･････････････ 133,423
流動資産合計 133,423

２．固定資産
有形固定資産
什器備品
パソコン1台 0
応接セット 0
･････････････ 0
歴史的資料 評価せず

･････････････ 0
有形固定資産計 0
無形固定資産
ソフトウェア
財務ソフト 0

･････････････ 0
無形固定資産計 0
投資その他の資産
敷金 0
○○特定資産
××銀行定期預金 0
･････････････ 0
投資その他の資産計 0

固定資産合計 0
資産合計 133,423

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
事務用品購入代 0
･････････････ 0

預り金
源泉所得税預り金 0
･････････････ 0

･････････････ 0
流動負債合計 0

２．固定負債
長期借入金 0
××銀行借入金 0
･････････････ 0

･････････････ 0
固定負債合計 0

負債合計 0
正味財産 133,423

金額

（１）

（２）

（３）


