
書式第 14 号（法第 28 条関係） 

２０１４年度 事 業 報 告 書 

  2012012012014444 月月月月４月１日４月１日４月１日４月１日からからからから 2012012012015555 月月月月 3333 月月月月 31313131 日まで日まで日まで日まで    

                                特定非営利活動法人 ぱれっと 

 １ 事業の成果 
  「余暇活動支援の場」においてはたまり場ぱれっとの活動、「就労支援」においては、福祉作業所

おかし屋ぱれっとの運営、「暮らしの場での援助」においてはえびす・ぱれっとホームの運営、障害の

ある人とない人が共同生活するための事業等、それぞれのぱれっとセクションの活動を通し、すべて

の人々が当たり前に暮らせる社会の実現に向け事業を行ないました。 
 

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 
事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者人数 受益者の範囲

及び人数 

支出額（千

円） 

余暇活動を障害の

ある人たちと共に

行う事業 

① 夏、冬の宿泊行事 

② 月の余暇プログ

ラム及び各種ク

ラブ活動(パソコ

ン教室､ダンス教

室、スポーツ観

戦) 

 

① 9/6～9/7 

2/8～9 

② 4 月～3 月 

 

① 千葉県鴨川、 

長野県白樺高原 

② 渋谷区内､ 

または東京都内 

１人 対象：障害者

とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

人数 

① 79 人/ 

63 人 

② 述べ 1182

人 

4,072 
（参加費徴

収 ,不足分は

法人より拠

出） 

障害のある人を対

象とした作業所の

運営及び就労支援

事業 

ｸｯｷｰ･ｹｰｷ作り､縫製・

雑貨制作、包装･箱折･

等の軽作業及び、販売

納品 

企業就労に向けての

就労援助 

通年 渋谷区内 5 人 対象：知的障

害者 

人数：16 人 

55,301 

障害者総合支援法

に基づく障害者福

祉サービス事業 

安らげる暮らしの場

を提供及び地域での

生活支援 

 

通年 渋谷区内 5 人 

 

対象：知的障

害者 

人数：6 人  

24,731 
 

知的障害児・者を対

象とした緊急一時

保護委託事業 

介護する家族の所用

とレスパイトによる

一時的保護 

 

通年 

 

渋谷区内 5 人 

アルバイト

登録 16 名 

 

対象：知的障

害児・者 

人数：83 人 

 

16,364 
 

知的障害者を対象

とした国際支援事

業 

国外の民間非営利

活動の関係者との

交流とそれらに対

する研修事業 

アジアの国々での当

法人の職員研修 

 

① 1/9-16 
② 3/21-26 

 

①マレーシア 

②ラオス 

①4 人 

②2 人 

対象：①②当

法人職員 

人数：①4 名 

②2 名 

 

171 

広報・啓発活動事業 ① つうしん発行 

②書籍、ビデオやホー

ムページによる広報

活動 

① 年 6 回

(5.7.9.11.1.3) 
②通年 

 

①日本、ｱﾒﾘｶ、ﾏ

ﾚｰｼｱ 

②都内 

①15 人 

②4 人 

 

対象：①会員及

び関係団体 

②不特定多数 

部数：①約

1300 部 

人数②:多数 

551 

環境の保全を図る

ための事業 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ回収の

支援 

 

①随時 

②10 月 19 日 

 
 

渋谷区 

 
 

 ①2 人 

②15 人 

対象：会員及

び 地 域 住

民 ：① 50

人②不特定

多数 

0 

障害のある人とな

い人が共同生活す

るための事業 

地域での自立生活支

援 

通年 

 

渋谷区 1 人 

 

対象：知的障

害者、健常者 

人数：８人 

6,184 

 

 



円

科目科目科目科目

■■■ 正会員受取会費 2,323,500

■■■ 賛助会員受取会費 690,000

■■■受取会費・入会金合計 3,013,500

■■■ 訓練等給付費収益 24,961,764

■■■■【就労支援事業収益】 19,341,577

■■■ 共同生活援助事業収益 15,318,581

■■■ 書籍等販売事業収益 84,236

■■■ 協賛広告収益 75,966

■■■ 家賃収益 5,885,994

■■■ 売電収益 106,080

■■■ イベント収益 37,232

■■■事業収益合計 65,811,430

■■■ 受取渋谷区補助金 10,699,120

■■■ 受託収益 16,670,832

■■■ 受取民間助成金 2,187,151

■■■受取補助金等合計 29,557,103

■■■ 受取負担金 1,884,852

■■■受取負担金合計 1,884,852

■■■ 受取寄付金 5,857,677

■■■受取寄付金合計 5,857,677

■■■ 受取利息 7,915

■■■ 受取保険料 67,532

■■■ 雑収益 199,678

■■■雑収益合計 275,125

■■■■経常収益合計経常収益合計経常収益合計経常収益合計 106,399,687

■■■ 給料手当 40,085,460

■■■ 通勤費 534,770

■■■ 臨時雇賃金 1,273,069

■■■ 退職金 480,760

■■■ 法定福利費 5,965,457

■■■ 中退金掛金 372,000

■■■ 福利厚生費 102,184

■■■■【人件費計】 48,813,700

■■■ 食材費 1,508,075

■■■ 渉外費 16,100

■■■ 会議費 19,353

■■■ 旅費交通費 140,666

■■■ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費 208,910

■■■ 通信運搬費 179,589

■■■ 減価償却費 1,016,250

■■■ 機関紙発行費 551,955

■■■ 出版事業費 74,991

■■■ 活動費 1,007,019

■■■ 広告宣伝費 58,320

■■■ 消耗品費 344,825

■■■ 修繕費 474,176

■■■ 研修費 63,129

■■■ 光熱水料費 1,035,696

■■■ 賃借料 31,603,457

■■■ 保険料 64,340

■■■ 諸会費 51,600

■■■■■■■■事業費事業費事業費事業費

■■■■【人件費】

■■■■【その他費用】

■■■■■■■■事業収益事業収益事業収益事業収益

■■■■■■■■受取補助金等受取補助金等受取補助金等受取補助金等

■■■■■■■■受取負担金受取負担金受取負担金受取負担金

■■■■■■■■受取寄付金受取寄付金受取寄付金受取寄付金

■■■■■■■■雑収益雑収益雑収益雑収益

■■■■(2)経常費用(2)経常費用(2)経常費用(2)経常費用

2014年度　活動計算書2014年度　活動計算書2014年度　活動計算書2014年度　活動計算書

  2014/04/01  2014/04/01  2014/04/01  2014/04/01 ～2015/03/31～2015/03/31～2015/03/31～2015/03/31

        特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと

        

金　額金　額金　額金　額

1.経常増減の部1.経常増減の部1.経常増減の部1.経常増減の部

■■■■(1)経常収益(1)経常収益(1)経常収益(1)経常収益

■■■■■■■■受取会費・入会金受取会費・入会金受取会費・入会金受取会費・入会金



円

科目科目科目科目

2014年度　活動計算書2014年度　活動計算書2014年度　活動計算書2014年度　活動計算書

  2014/04/01  2014/04/01  2014/04/01  2014/04/01 ～2015/03/31～2015/03/31～2015/03/31～2015/03/31

        特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと

        

金　額金　額金　額金　額

■■■ 諸謝金 47,090

■■■ 支払報酬 155,137

■■■ 支払手数料 908,992

■■■ 租税公課 57,502

■■■ 支払寄付金 60,403

■■■ 雑費 29,361

■■■■【その他費用計】 39,676,936

■■■■【就労支援事業費】 18,985,956

■■■事業費合計 107,476,592

■■■ 給料手当 1,518,013

■■■ 通勤費 151,780

■■■ 臨時雇賃金 250,912

■■■ 法定福利費 435,970

■■■ 福利厚生費 24,302

■■■■【人件費計】 2,380,977

■■■ 渉外費 45,000

■■■ 会議費 12,800

■■■ 旅費交通費 93,329

■■■ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費 20,810

■■■ 通信運搬費 186,713

■■■ 減価償却費 180,250

■■■ 消耗品費 79,216

■■■ 新聞図書費 40,240

■■■ 研修費 31,500

■■■ 光熱水料費 316,040

■■■ 賃借料 1,316,800

■■■ 保険料 39,200

■■■ 諸会費 50,519

■■■ 支払報酬 127,685

■■■ 支払手数料 968,554

■■■ 租税公課 14,517

■■■ 雑費 16,940

■■■■【その他費用計】 3,540,113

■■■管理費合計 5,921,090

■■■■経常費用計経常費用計経常費用計経常費用計 113,397,682

当期経常増減額当期経常増減額当期経常増減額当期経常増減額 -6,997,995

■■■ 前期補助金返還予定額差益 357,678

■■■■経常外収益合計経常外収益合計経常外収益合計経常外収益合計 357,678

■■■ 前期損益修正損 90,890

■■■積立金積立額

■■■積立金積立額計 0

■■■■経常外費用計経常外費用計経常外費用計経常外費用計 90,890

■■■■当期経常外増減額当期経常外増減額当期経常外増減額当期経常外増減額 266,788

■■■■税引前当期正味財産増減額税引前当期正味財産増減額税引前当期正味財産増減額税引前当期正味財産増減額 -6,731,207

■■■ 法人税、住民税及び事業税 70,000

■■■■当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額当期正味財産増減額 -6,801,207

■■■■正味財産期首残高正味財産期首残高正味財産期首残高正味財産期首残高 75,466,726

■■■■正味財産期末残高正味財産期末残高正味財産期末残高正味財産期末残高 68,665,519

2.経常外増減の部2.経常外増減の部2.経常外増減の部2.経常外増減の部

■■■■(1)経常外収益(1)経常外収益(1)経常外収益(1)経常外収益

■■■積立金取崩額

■■■■(2)経常外費用(2)経常外費用(2)経常外費用(2)経常外費用

■■■■■■■■管理費管理費管理費管理費

■■■■【人件費】

■■■■【その他費用】



生産活動生産活動生産活動生産活動 (円)(円)(円)(円)

科　　目科　　目科　　目科　　目 合　計合　計合　計合　計

 就労支援事業活動収益

     菓子売上高 19,313,725

     植栽工賃収益 27,852

    就労支援事業活動収益計就労支援事業活動収益計就労支援事業活動収益計就労支援事業活動収益計 19,341,577

    就労支援事業活動費用就労支援事業活動費用就労支援事業活動費用就労支援事業活動費用

        就労支援事業販売原価就労支援事業販売原価就労支援事業販売原価就労支援事業販売原価

     期首製品棚卸高 63,000

   当期就労支援事業仕入高 0

   就労支援事業費 18,975,396

    就労支援事業明細書就労支援事業明細書就労支援事業明細書就労支援事業明細書

   1.   1.   1.   1. 材料費材料費材料費材料費

     期首材料棚卸高 151,652

     期首包装材料棚卸高 432,257

     材料費 4,642,025

     梱包材料費 1,947,149

    当期材料仕入高 6,589,174

    　　計 7,173,083

     期末材料棚卸高 170,201

     期末包装材料棚卸高 958,432

   当期材料費 6,044,450

   2.   2.   2.   2. 労務費労務費労務費労務費

     労)利用者工賃 7,243,507

     労)利用者通勤手当 723,496

     労)就労支援事業指導員等給与 643,161

   当期労務費 8,610,164

   4.   4.   4.   4. 経費経費経費経費

     製)福利厚生費 59,480

     製)旅費交通費 193,153

     製)消耗品費 216,269

     製)水道光熱費 931,054

     製)燃料費 53,566

     製)修繕費 149,118

     製)通信運搬費 359,491

     製)受注活動費 745,650

     製)損害保険料 93,600

     製)賃借料 311,472

     製)図書・教育費 22,500

     製)研修費 112,360

     製)租税公課 338,466

     製)減価償却費 501,230

     製)雑費 233,373

   当期経費 4,320,782

   当期就労支援総事業費 18,975,396

    　　合　計 18,975,396

   就労支援事業費 18,975,396

   　　合　計 19,038,396

     期末製品棚卸高 52,440

        　　差　引　　差　引　　差　引　　差　引 18,985,956

    就労支援事業活動費用計就労支援事業活動費用計就労支援事業活動費用計就労支援事業活動費用計 18,985,956

    就労支援事業活動増減額就労支援事業活動増減額就労支援事業活動増減額就労支援事業活動増減額 355,621

2014年度　　就労支援事業活動明細書2014年度　　就労支援事業活動明細書2014年度　　就労支援事業活動明細書2014年度　　就労支援事業活動明細書

  2014/04/01  2014/04/01  2014/04/01  2014/04/01 ～2015/03/31～2015/03/31～2015/03/31～2015/03/31

        特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと

1/1



(円)

科　　目

資産の部

■流動資産

■■現金 1,040,198

■■普通預金 41,594,493

■■郵便振替口座 7,996,504

■■ペイパル口座 24,680

■■売掛金 441,483

■■未収金 6,111,769

■■商品 67,130

■■製品 52,440

■■原材料 170,201

■■包装材料 958,432

■■商品券 49,000

■■立替金 2,500

■■前払費用 501,400

■流動資産合計 59,010,230

■固定資産

■■建物付属設備 1,996,049

■■機械及び装置 6,803,166

■■車両運搬具 1,398,270

■■什器備品 4,167,546

■■減価償却累計額 -9,333,046

■■敷金 11,887,040

■■リサイクル預託金 8,220

■固定資産合計 16,927,245

資産合計 75,937,475

負債の部

■流動負債

■■買掛金 207,629

■■未払金 1,840,762

■■前受金 516,000

■■預り金 580,571

■流動負債合計 3,144,962

■固定負債

■■退職給付引当金 2,986,994

■■受入敷金 1,140,000

■固定負債合計 4,126,994

負債合計 7,271,956

正味財産の部

■前期繰越正味財産 75,466,726

■当期正味財産増減 -6,801,207

正味財産合計 68,665,519

負債及び正味財産合計 75,937,475

2014年度　貸借対照表2014年度　貸借対照表2014年度　貸借対照表2014年度　貸借対照表

(2015年3月31日現在)(2015年3月31日現在)(2015年3月31日現在)(2015年3月31日現在)

特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと

金　　額

1/1



場所・物量等場所・物量等場所・物量等場所・物量等 使用目的等使用目的等使用目的等使用目的等 金額金額金額金額

流動資産流動資産流動資産流動資産

現金 1,040,198

普通預金 41,594,493

郵便振替口座 7,996,504

ペイパル口座 24,680

売掛金 441,483

未収金 6,111,769

商品 67,130

製品 52,440

原材料 170,201

包装材料 958,432

商品券 49,000

立替金 2,500

前払費用 501,400

59,010,230

固定資産固定資産固定資産固定資産

建物付属設備 1,996,049

機械及び装置 6,803,166

車両運搬具 1,398,270

什器備品 4,167,546

減価償却累計額 △9,333,046

敷金 11,887,040

リサイクル預託金 8,220

16,927,245

75,937,475

流動負債流動負債流動負債流動負債

買掛金 207,629

未払金 1,840,762

前受金 516,000

預り金 580,571

3,144,962

固定負債固定負債固定負債固定負債

退職給付引当金 2,986,994

受入敷金 1,140,000

4,126,994

7,271,956

68,665,519

流動負債合計流動負債合計流動負債合計流動負債合計

固定負債合計固定負債合計固定負債合計固定負債合計

負債合計負債合計負債合計負債合計

正味財産合計正味財産合計正味財産合計正味財産合計

2014年度　財　産　目　録2014年度　財　産　目　録2014年度　財　産　目　録2014年度　財　産　目　録

平成 27 年 3 月 31 日 現在平成 27 年 3 月 31 日 現在平成 27 年 3 月 31 日 現在平成 27 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと特定非営利活動法人　ぱれっと

（単位：円）（単位：円）（単位：円）（単位：円）

貸借対照表科目貸借対照表科目貸借対照表科目貸借対照表科目

流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計

固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計

資産合計資産合計資産合計資産合計
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