
平成　29　年度の事業報告書

平成　29年　4月1日から　平成　30年　3月　31日まで

特定非営利活動法人　あすく

1　事業の成果

障害者総合支援法に基づく口中活動支援事業所(工房あすく)を運営することにより､自閉症者が

生きがいを持ち､自立した生活を送れるよう支援するとともに､研修･相談事業により､自閉症児･

者支援についての啓発や情報交換を行い自閉症についての社会的理解の促進について貢献したo

研修･相談事業での自閉症支援についての研修会により､多くの福祉施設職員･学校関係者･家族

の人材育成に貞献できた｡

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 (定款に記載し た事業) 仞��ﾉ4�,磯hｼi>�vR�(A)当該事業の 実施目時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数 嫡B假8擁����ｸ�(,ﾂ�Lﾘ股�С��ﾉ�B�事業費の金観 (単位:千円) 

口中活動支援 唸齷¥(��(/�(i�8,h+X+ﾙ�hｨ���(A)通年(週5日) 嫡B�4ｸ��"�59,125 

事業 佩ﾈ馼ｼh*�.h-�齷zxﾅ��ｸ馼ｼh,ﾂ�(B)伏見区深草六 嫡R�#I�ﾂ�

(自閉症者が 社会生活を営 むために必要 と思われる障 害者総合支援 法に基づく事 業) �阮2慰影ｸ*�+x*ﾒ��反田町 (C)16人 

研修.相談事業 唳Y�8郢�ﾙ�X蹴隗xﾕｨｭhﾅx�"��(A)6月17日 謀B兀�8邊�rill二 

(各知的障害 �i��,�,x/����ｸ,h+X+ﾘ5ｨ7�6��7月22日 ��ﾙ�X蹴ﾈｧr�

者施設の職員 坪ｷ�-�ﾏ�zﾈ檍,ﾈ､ｨﾜ2�9月23口 俔ｨｭhﾅx�*B�

などに対する �)+I?ﾉnX齷¥(�辷�ﾗXﾜ�3X���10月21日 俾兔(��

教育.訓練事 �11月18H 7月8H 倬定�(,ﾈ彙�

業) 啝(ﾘ(ｴ�Eﾉ?ｩ¥(��4�5�7�8ｸ4ｲ��ｸ�ﾏ8ﾅ�5ｨ7�6��ｳ#��z2�����Сﾓ�鼎�Y�ﾂ�

･｢自閉症セミナー2017.ライフス チ-ジを見据えた支援｣ ��(ﾈ��i?｢��"�6��ｸ6x784�ｹ�7:B�-�,b�-ﾈ+��zﾈｭ��ｹ�7:H6籀6x7(4�ｹ�72��2�H-sSy�ﾂ�(E-2)300人 (E-3)88人 (E)合計 803人 



広報.啓発事業 唸ﾔ影ｸ*�+x*ﾘ,ﾈｨ�:���櫁,h齷¥"�(A)随時 嫡B兀�8邊�114 

(自閉症者に 傲x髓竟(,ﾈ辷�,亊h+x.��饑�/��ニューズレター ��ﾙ�X蹴隗r�

対する社会的 仍��発行第23号発 俔ｨｭhﾅx�"��

理解を促進す 唸6ｨ8X�ｸ5�8ﾈ5��ｸ,ﾉJﾘﾗ8,d���行2月26日 俾兔(�髓��

るための事業) �(B)工房あすく 倆(,ﾈ彿���

運営 嫡2添�ﾂ�(E)多数 

･医療用絵カード､DVD,歯 嫡������

ブラシセット頒布 ･世界自閉症啓発デーin京都へ 嫡"髭�ｸ*�+x*ﾒ��2�9�ﾂ���滴ﾈ�)?｢�

の協力 中ﾆ雹�78遥��ﾈ�｢��2��i�ﾂ�

授産事業 唸�9eｸ*�+x*ﾙy駅��(,�.h.做��(A)通年(週5日) 嫡B�,ｨ��"�343 

(自閉症者に 対する社会的 理解を促進す るための事業) 刋｢韵h蝌馼ｼb�(ち)伏見区深草六 反田町 (C)16人 嫡R�#I�ﾂ�

(2)その他の事業

実施しなかった｡

(備考)

1　2は, (日には特定非営利活動に係る事業, (2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する｡

2　2 (2)には,定款上｢その他の事業｣に関する事項を定めているものの,当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合, ｢実施しなかった｣と記載する｡



平成29年度　活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人あすく

(単位円)

1受取会費
正会員受取会費

2受取寄付金
受取寄付金

3事業収入
日中活動支援手套
研修･相故事兼
広報･啓発事業
授産事業

4受取補助金等
受取補助金

5その他収益
雑収入等

経常収益計

Ⅱ　経常費用
i　事業費

(1)人件費

給与手当
丁与
通勤費
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)その他軽費
事業経費
教育訓練費
旅費交通費
接待交際糞
研修費
通信費
水道光熱費
租税公課
消耗品兼
賃借料
修繕費
保険料
支払手数料
減価償却費
諸会費
燃料費
広報費
リース料
食糧兼
車両費
雑費
その他経費計

事業費計

2　管理費

(1)人件費

役鼻報酬
人件費計

(2)その他経費
旅費交通費
通信費
賃借料
雑費
その他経費計

管理費計
経常経費計
税引前当期正味財産増減額
法人税､住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額



財務諸表の注記

1財務諸表の作成は､ NPO法人会il基準(2010年7月20日､ 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協誰会)にわていますo

(1) Ei]定資産の減価価却の方法

法人税法の規定に基づいて､書形固定資産は定率法で､無形固定資産は定額法で償却しています｡

(2)消費税等の会計処理
消兼税等は税込経理により処理していますD

2事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです

科目 �?ｩ(hｨ�辷砡馼ﾉ2�ﾔ影ｸ*�+x*ﾒ�侈H�2��ｨﾍｸ馼ｼb�広報.啓発手* 假h蝌馼ｼb�幸美部門計 豫yyﾙYInR�合計 

Ⅰ経常収益 1受取会責 2受取寄付金 3事業収入 鉄b縱s"紊c"�涛澱�����127,123 �3�"�����B�58.197.685 涛����ｴ竰��經�������90,000 1,500.000 58.197.685 

4受取補助金等 �"����ﾃ����劔2,000,DOO 鼎B�2.000.000 

5その他収益 経常収益言十 Ⅱ経常費用 (1)人件女 �33r�劔341 �385 

58.772_798 �996_000 ��#r��#2�302.104 田���套��#b�1_590.044 田�sャ�s��

303,535 �� ��給与手当 賞与 通勤費 �#ゅC#��3sB�bﾃ�Cづ�����C#S鉄R�劔28,723,909 6.148.191 1425955 �28,723.909 6.148,191 1425955 

法定福利費 釘經c���771 劔4,560.771 �4,560,771 

福利厚生費 人件費計 (2)その他経モ 事業経費 都#2ﾃc���劔723.609 �723,609 

41.278. 涛���0 ���303,535 鼎�經�"紊3R�0 鼎�經�"紊3R�

532.156 ���Bﾃ�3"�2.000 37.445 108 420 田Crﾃ�モ�7,750 8.950 160.000 38.910 田Cr��モ�

教育訓練費 旅壬交通費 接待交際糞 鼎Sづ涛��s�ﾃc釘�CS3��劔458.998 73.694 �458.998 81,444 

研修費 �#sR��610 劔4.530 275.610 �4.530 275.610 

通信費 �3ビ經#��劔387.529 �396.479 

水道光熱圭 租税公課 涛SRﾃ涛��S��劔955.990 �955.990 

消耗品費 ��ﾈ�ｳ��72 00 84 59 04 77 00 00 80 94 52 99 00 劔51 1.144.617 �51 1,144,617 

賃借料 ### 途ﾃ�b�#B�劔7.062.000 �7,222.000 

保険料 �3��劔243.184 314.259 �243.184 314.259 

支払手数料 ����劔185.112 �185.112 

漉価価却費 �"ﾃ����劔2.811.277 �2,811.277 

詩金井 �#r�劔27.900 �27.900 

村村暮 田S��劔650,ODO �650.000 

広報費 涛"�劔92.880 �92.880 

リース料 金浬費 涛CB�劔944.994 �944.994 

車両費 ���3S��劔852 1.359,499 �852 1.359,499 

雑貴 その他経費計 経常経費計 当期経常増減額 塔��劔894,020 �932,930 

17,847. �#2�532,156 ���B纉3"�39.973 ��ゅS3B��ィ�215.610 ��ゅsC津c釘�

59.125. �#2�532.156 ���B纉3"�343.508 田����e����215.610 田��33"��#��

△353 �#B�463.844 ��"ﾃ����△41,404 塔�經�r�1,374,434 ��紊SRﾃ鼎��

3固定資産の増漉内訳

科目 弍ｨ��靖;陋�｢�;l▼『 俛x昮�期末取得価書舌 侏��姐�}ﾘﾇi(��(単位:円) 期末帳簿価額 

建物附且設備 免ﾅ��宝イ��154.591 ��ll.874,431 ��#rﾃ��ゅ����4.055,623 

i-Ll-.{y ��842.810 ��842,810 ��##cU�#s��577,531 

車両運搬具 唐緜�b�3s"� ��8_606_372 ��#b經�2繝s��2,012.494 

什器備品 白繝�づ�s��1.741,400 ��3,559.471 ��#"��#r��sB�1,432.397 

俣柾金 涛��ﾃ���� ��900.000 ��900,000 

合計 �#2ﾃ�CB�#�2�2_738_801 ���25.783.084 ��8.978.045 

4役員及びその近親者との取引の内容

財務諸表に計上された金額
(活動計井暮)
賃借料(事業兼)



平成29年度　　　貸借対照表

平成30年　3月　31日現在

特定非営利活動法人あすく

科目 忠%�献ｨ冷��ｾ�ｧ｢�
Ⅰ資産の部 1流動資産 現金預金 鼎�縱S2ﾃSS"�50,273,511 8.978,045 ��

保険未収金 未収入金 湯��3B緜�����

前払費用 流動資産合計 2固定資産 建物附属設備 鼎コ�3S��

4.055.623 

構築物 鉄srﾃS3��

車両運搬具 �"���"ﾃC釘�

什器備品 ��紊3"�3途�

保証金 固定資産合計 涛�������

資産合計 �� 鉄偵#S�ﾃSSb�

Ⅱ負債の部 1流動負債 未払金 ��ﾃ#3B�3澱�1,396,498 0 ��

未払法人税等 都�ﾃ����

預り金 流動負債合計 2固定負債 長期借入金 固定負債合計 涛"ﾃ��"���

負dL合音十 �� ��ﾃ3澱ﾃC唐�

Ⅲ正味財産の部 1前期繰越正味財産 ��56,469,117 ��

2当期正味財産増加額 �1,385,941 

正味財産合計 ��57,855.058 鉄r�#SR��S��

負dt及び正味財産合計 �� 鉄偵#S�經Sb�



平成29年度　　　財産目録

平成30年　3月　31日現在

特定非営利活動法人あすく

科目 牝i?�ﾘ耳蓼爾� 仞�ｧ｢�(単位:円) 

Ⅰ資産の部 1流動資産 現金預金 現金 〟 偃磯ﾘ+�ｸｾ�ｬyyﾙYInR�訷鰄+�ｸｾ�ﾔ影ｸ*�+x*ﾒ�149.236 42,906 豫yyﾙYInR�費用) 

/′ 普通預金 ′′ /′ ′′ 保険未収金 偃磯ﾘ+�ｸｾ��蝌檍ﾇb�ｹ�79�ﾙw�ｾ�ﾌ�8ﾈ�(迚5���ｹ78ｾ(ﾗ8手捶迚5��79,908 5.479,508 

.坑Fl 京都銀行稲荷支店 ���3B經c���#��管理部門(研修参加 工房あすく 

京都中央信用金庫稲荷支店 鼎C�繝cR�授産会計 

30年2月､3月分 湯��3B緜�����Cコ�3S��工房あすく 〟 50,273.511 8,978,045 

入 凉駅�{�9��

前払費用 流動資産合計 2固定資産 建物附属設備 兢ｸﾊ����R�ﾔ影ｸ*�+x*ﾘ淤�Xﾔ磯bﾄ膓�>��Xﾔ磯b�

4.055.623 

構築物 ��9eｸ*�+x*ﾚH4ｨ�ｸ7ﾈ�ｸ6x7H4h985��577,531 

車両運搬具 ��xﾇﾘ鋹{ﾉ9的�B�2,012,494 

什器備品 �4x4�5(9:H7�5ﾈ5(9:H6x8�987ﾈ8ｨ92�l,432.397 

保証金 固定資産合計 比U�W霎��900,000 

資産合計 �� ��59.251.556 

Ⅱ負債の部 1流動負債 未払金 倆�檠]ｸﾊ��(ﾈ饂ｪC8ﾈ饂ｪH�8ﾟﾉ�2�1.234,396 儘影ｸ*�+x*ﾚHﾔﾉ_�饕�莱 1,396,498 0 

未払法人税等 囘��ﾉ�ZH�j��Xｷ�-�馼ｼi�R�70,000 儘影ｸ*�+x*ﾒ�x����3澱ﾃC唐���

預り金 流動負債合計 2固定負債 ��Y�(�;��R�92.102 

0 長期借入金 固定負dl合計 

負債合計 �� ��1,396,498 

Ⅲ正味財産の部 �� ��57,855.058 

平成29年度会計監査の結果いずれも適正､正確であったことを報告します｡
平成30年5月20日

特定非営利括動法人あすく
監事　　　上杉　国彦


