
令和　2　年度の事業報告書

令和　2年　4月1日から　令和　3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日中活動支援事業所(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｡

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

の人材育成に貢献できた｡

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 実施日時 (ち)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�事業費の金額 (単位:千円) 

日中活動支援 唸齷¥(��(/�(i�8,h+X+ﾙ�hｨ���(A)通年(週5日) 嫡B�4ｸ��"�52,597 

事業 佩ﾈ馼ｼh*�.h-�齷zxﾅ��ｸ馼ｼh,ﾂ�(忠)伏見区深草六 嫡R�#��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 莱) �阮2慰影ｸ*�+x*ﾒ��反田町 (C日4人 

研修.相談事業 唳Y�8郢�ﾙ�X蹴隗xﾕｨｭhﾅx�(爾�(A)新型コロナウイルス 嫡B兀�8邊�0 

(各知的障害 �i��,�,x/����ｸ,h+X+ﾘ5ｨ7�6��感染症予防のた ��ﾙ�X住Hｧr�

者施設の職員 坪ｷ�-�ﾏ�zﾈ檍,ﾈ､ｨﾜ2�め中止 (B)新型コロナウイル ス感染症予防のた め中止 (C)延べ0人 俔ｨｭhﾅx�"ﾂ�

などに対する �)+I?ﾉnX齷¥(�辷�ﾗXﾜ��俾兔(��

教育.訓練事 莱) �#�#�2�Z(ﾘ(ｴ�Eﾈ齷¥(��4�5�7�8ｸ4ｲ��ｸ�ﾏ8ﾅ�5ｨ7�6��ｳ#�#�2�倬定�(,ﾈ彙����С���ﾂ�С俘xﾇb���ﾂ�

広報.啓発事業 唸ﾔ影ｸ*�+x*ﾘ,ﾈｨ�:���櫁,h齷¥"�(A)随時 中�兀�8邊�9 

(自閉症者に 傲x髓竟(,ﾈ辷�,亊h+x.��饑�/��HPの更新 ��ﾙ�X蹴隗r�

対する社会的 仍��T��戊�2�(B)工房あすく 俔ｨｭhﾅx�"��

理解を促進す るための事業) �(C)5人 (A)随時 俾兔(�髓���(,ﾈ彿���С��ﾙ�B�



･医療用絵カード､DVD､歯 嫡"儘影ｸ*�+x*ﾒ� ��

ブラシセット頒布 ･世界自閉症啓発デーin京都へ 嫡2�9�ﾂ���滴ﾈ�)?｢��"仍�78遥��ﾈ�｢�

の協力(イベントは新型コロナ ウイルス感染症予防のため中 止) 嫡2添�ﾂ�

授産事業 唸ﾔ影ｸ*�+x*ﾙy駅��(,�.h.做��(A)通年(週5日) 嫡B�4ｸ��"�327 

(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�(B)伏見区深草六 反田町 (C日4人 嫡R�#��ﾂ�

(2)その他の事業

実施しなかった｡

(備考)

1　2は, (1)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｡



令和2年度　活動計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人あすく

(単位:円)

王　経常収益

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
日中活動支援事業
研修･相談事業
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
1事業費
(1)人件費

給料手当
賞与
通勤費
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)その他経費
事業経費
教育訓練費
旅費交通費
接待交際費
研修費
通信費
水道光熟費
租税公課
消耗品費
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
食糧費
車両費
雑費
その他経費計

事業費計

2　管理費

(1)人件費

役員報酬
人件費計

(2)その他経費
旅費交通費
通信費
消耗品費
雑費
その他経費計

管理費計
経常経費計

¶E嘗研帯常耳凍現_㌫i
税引前当期正睦財産増減額
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

27,999,595

6,1 59,379

795,191

4,297,209

608,400

1■■■■■-■■■■■■■■■■■r

56,1 77,757

56,200.455

A 1,665,694

△ 1,665,694

△ 70,000

A 1,735,694

62,792,876

61,057,182

※　当該年度はその他の 業を実施していません



財務諸表の注記

1財務諸表の作成は､ NPO法人会計基準(2010年7月20日. 2011年1 1月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています｡

(1)固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて､有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
消費税等は税込経理により処理しています0

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�:韈�x馼ｼb�ﾔ影ｸ*�+x*ﾒ�侈H�2��ｩ&ｸ馼ｼb�広報.啓発事業 假h蝌馼ｼb�事業部門計 刳ﾇ理書押弓 剄㈹v 

王経常収益 ー受取会費 2受取寄付金 3事業収入 鉄�#��#sR���9,GOD �3#rﾃ3SR�b� �100.000 1,000.000 �100,000 1,000.000 

4受取補助金等 �"ﾃ3ッﾃ��00 劔50,548 2,386 津#3�������500,000 �50,548.230 2,886,000 

5その他収益 経常収益計 Ⅱ経常費用 (1)人件費 給料手当 鼎s��劔484 �47 �531 

52,597.753 �0 湯緜���327,361 鉄"纉3Bﾃs�B���ﾃc��ﾃ�Cr�鉄BﾃS3Bﾃsc��

27,766.819 � ��232.776 �#rﾃ涛津S迭����#r纉湯經迭�

賞与 澱��S偵3s��劔6.159.379 劔6.ー59.379 

通勤費 都迭ﾃ����劔795,191 劔795,191 

法定福利費 釘ﾃ#途�#���劔4,297,209 劔4,297,209 

福利厚生費 人件費計 (2)その他経費 事業経費 教育訓練費 田�づC���劔608,400 劔608,400 

39.626,998 �0 ���232,776 �3津ゴ津ssB�����3津ゴ偵ssB�

341,955 � ��途��cb�39,204 850 ��途��cb�3C�纉SR�釘�������途��cb�3C�纉SR�

旅費交通費 ��bﾃs���劔16.780 劔20.780 

接待交際費 鉄"ﾃ����劔52.118 劔52,日8 

研修費 ��ゅ����劔18,900 �4,2 14.4 ����唐�18.900 

通信費 鼎�"ﾃ#釘�劔412,294 劔416,494 

水道光熱費 租税爪課 涛sR��C��ccR�劔975.148 劔975,148 

ユi 消耗品費 都澱ﾃ3cR�劔665 835,569 劔665 835,569 

賃借料 途��#づ����劔7.128 ������7.128,000 

修繕費 ��rﾃC���劔17 鼎����17.400 

保険料 ���"ﾃsSR�劔182 都SR��182,755 

支払手数料 ��s"ﾃs���劔172 都����172.700 

減価償却費 ��ﾃs澱纉#��劔1,796 涛#���1,796,921 

諸会費 �#bﾃ#���劔26 �#����26.200 

燃料費 都�������劔700 ������700,000 

広報費 ��S�ﾃ����劔150 塔����150.800 

リース料 ��ﾃ�Cづ#Sb�劔1.148 �#Sb��1,148.256 

食糧費 鉄"ﾉ?｣"�劔52 ���"��52,日2 

車両費 ��ﾃ#CRﾃ��B�劔1,245 塔�B��1,245,814 

雑費 その他経費計 経常経費計 .,ニ竜二当期偉常増減額:;宴圭::--I-王 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 塔CR經���劔846 鼎3���860,928 

16,080,763 �0 ��途��cb�40,054 ��bﾃ3�r�983 �#"緜唐���b�3C�ﾃc���

55,707,761 �0 ��途��cb�272,830 鉄bﾃ�sr�757 �#"緜唐�鉄b�#��ﾃCSR�

△3,110.008 �0 ��#�ビﾃScb�54,531 ��#2�#C2�043 �｢ﾃSsr�3C����#�緜cR緜釘�

△3,110,OD古 �0 ��#�ビ經cb�54.531 ��2�#C2�043 ��經sr�3C����#�ﾃccR緜釘�

△70.000 � �� ��#s��000 ����#s�ﾃ����

A3.180.008 �0 ���ビﾃScb�54.531 ��#2ﾃ3�2�043 ��ﾃSsr�3C����#�ﾃs3Rﾃc釘�

3固定資産の増減内訳

科目 弍ｨ��靖;陋�,��取得 侏淫ﾒ�期末取得価額 侏��霍�}ﾘﾇhｧ｢�期末帳簿価畢 
建物附属設備 免ﾂﾃピB紊3�� ��ll,874.431 ��#偵C�づSS��2.465.872 

構築物 塔C"ﾃ���� ��842,810 ��#3ッ���2�456,727 

車両運搬具 唐ﾃc�bﾃ3s"� ��8,606.372 ��#ゅ�CRﾃ#���461,154 

什器備品 �2縱�ゅ涛r�1.284.096 ��#S3ゅ33R�4.464.758 ��#2ﾃSsゅピ"�885.886 

保証金 涛��ﾃ���� ��900,000 ��900,000 

合計 �#R纉C"ﾃc���1,284.096 ��#S3ゅ33R�26.688.371 ��##�經�づs3"�5.169.639 

4役員及びその近親者との取引の内容



令和　2年度　　　貸借対照表

令和3年　3月　31日現在

特定非営利活動法人あすく
(単位:円) 

科目 仞�ｧ｢�
Ⅰ資産の部 一読動資産 現金預金 鼎bﾃc�づンb�56,557,177 5,ー69,639 ��

保険未収金 立替金 前払費用 流動資産合計 2固定資産 建物附属設備 湯ﾃ3C�ﾃ��b���S途ﾃ3sR�

2,465,872 

構築物 鼎Sbﾃs#r�

車両運搬具 鼎c�ﾃ�SB�

什器備品 塔コﾃャb�

保証金 固定資産合計 涛�������

資産合計 �� 田�ﾃs#bﾃ��b�

Ⅱ負債の部 1流動負債 未払金 鼎�2ﾃ�CB�669,634 0 ��

未払法人税等 都�ﾃ����

預り金 涜動負債合計 ���bﾃS���

2国定負債 長期借入金 国定負債合計 ���

負債合計 �� 田c津c3B�

Ⅲ正味財産の部 1前期繰越正味財産 ��62,792,876 ��

2当期正味財産増加額 凵｢1,735,694 

正味財産合計 ��61,057,182 田�ﾃ�Srﾃ��"�

負債及び正味財産合計 �� 田�ﾃs#bﾃ��b�

/



令和　2年度　　　財産目録

令和3年　3月　31日現在

特定非営利活動法人あすく
(単位:円) 

科目 �4Ywb� 仞�~B� 

王資産の部 1流動資産 現金預金 現金 偃磯ﾘ+�ｸｾ�ｬyyﾙYInR�64,111 豫yyﾙYInR�ｬyyﾙYInR位H�8�����ﾔ影ｸ*�+x*ﾒ�費用) 

′′ 偃磯ﾘ+�ｸｾ�ﾔ影ｸ*�+x*ﾒ�26,256 

′′ 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��ｹ�78ｾ(ﾗ8手捶迚5��89,532 5,362,185 0 40,313,035 

京都中央信用金庫稲荷支店 都c2ﾃssr�授産会計 

R2年4月～2月､R3年2月､3月分 湯�3C�ﾃ��b���S途ﾃ3sR�工房あすく 

立替金 凉駅��(*云�9i�9zy�b�假h蝌檍ﾇb�SbﾃSSr��sr�Rﾃ�c津c3��

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

2,465,872 

構築物 儘影ｸ*�+x*ﾚH4ｨ�ｸ7ﾈ�ｸ6rﾈ7H4h985��456.727 

車両運搬具 ��xﾇﾘ鋹{ﾉ9的�B�461,154 

什器備品 �4x4�5(9:H7�5ﾈ5(9:H6x8�987ﾈ8ｨ92�885,886 

保証金 固定資産合計 比U�W霎��900,000 

資産合計 �� ��61,726,8ー6 

Ⅱ負債の部 1流動負債 未払金 倆�檠]ｸﾊ��8ﾈ饂｢�493,044 儘影ｸ*�+x*ﾒ��ﾈ�ﾂ�669,634 0 

未払法人税等 囘��ﾉ�ZH�j��Xｷ�-�馼ｼi�R�70,000 

預り金 洗動負債合計 2固定負債 長期借入金 固定負債合計 侏��(�;��R�106,590 ��ﾈ�ﾂ�cc津c3B���

0 

負債合計 �� ��669,634 

Ⅱ正味財産の部 �� ��6一,057,182 

令和　2　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｡
令和3年5月10日

特定非営利活動法人　あすく
監事　　　上杉　国彦



(法第28条第1項関係様式)

前事業年度の年間役員名簿

令和2年　4月1日から　　令和3年　3月　31日まで

特定非営利活動法人　あすく



※本年度に報酬を受けた役員はいないo

く備考)

.]　r氏名｣ I ｢付三所又は楢所｣. r就任州剛及びT報酬を受けた川1rZTJJは,余ての役員について記賊

する｡

2　r氏名j , r住所又は居所j a)掬には,衆都市特定非常利活動促進法施行条例第3免韻2項に掲げる

顔面鳩民栗等)によって証された氏名,住所射ま屠所を記救する8

3　欄柳を受けた期間jの欄にほお　報酬を受柑たことがある役闘まその期間を,報酬を受けなかった役

員についてはr報酬無Lj　と,それぞれ翻乾する愈



(法第2 8条務ま項関係様式)

前事業年度の社員のうち1 0人以上の者の名簿

令和3年3月31田現在

特定非営利活動法人　あすく

く備考)

1前郷英年度の末El現在における社,日のうち1 0人以1･.の者の氏名及び住所又は臥所を

記職する｡

2　1 0人以上であれば社員全,E=1を記叔する必要はない｡


