
書式第 14号（法第 28条関係） 

2015 年度 事 業 報 告 書 

  2015201520152015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 2016201620162016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 9/10～9/11 

2/20～2/21 

② 通年 

 

① 静岡県熱川、 

長野県北佐久郡 

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 77人/ 

61人 

② 延 べ

1179人 

3,302 
（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･ｹｰｷなどの焼き菓

子作り､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：19人 

60,051 

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  

34,458 

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 12名 

 

対象：知的障

害児・者 

人数：101人 

 

16,973 
 

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 

①アジアの国々での当法

人の職員及び当事者研修 

②アジアの国々からの研

修生受け入れ 

① 10/3-7,2/18-2/26 
② 3/21-26 

 

①スリランカ/ケニア 

②ラオス 

①2人 

②2人 

対象：①当法人

職員及び障がい

のある人本人②

現地スタッフ 

人数：①11名 

②2名 

 

1,245 

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 

415 

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 ：①50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 

6,015 

 

 



円
科目科目科目科目

■■■正会員受取会費 2,433,000
■■■賛助会員受取会費 820,000
■■■受取会費・入会金合計 3,253,000

■■■訓練等給付費収益 28,736,710
■■■■【就労支援事業収益】 22,069,802
■■■共同生活援助事業収益 19,077,580
■■■書籍等販売事業収益 208,220
■■■協賛広告収益 70,084
■■■家賃収益 5,660,716
■■■売電収益 104,688
■■■事業収益合計 75,927,800

■■■受取渋谷区補助金 77,288,869
■■■受託収益 17,158,106
■■■受取民間助成金 3,453,800
■■■受取補助金等合計 97,900,775

■■■受取負担金 3,739,212
■■■受取負担金合計 3,739,212

■■■受取寄付金 9,697,533
■■■受取寄付金合計 9,697,533

■■■受取利息 7,235
■■■受取保険料 29,000
■■■雑収益 84,573
■■■雑収益合計 120,808
■■■■経常収益合計経常収益合計経常収益合計経常収益合計 190,639,128

■■■給料手当 41,726,065
■■■通勤費 1,184,200
■■■臨時雇賃金 1,853,265
■■■法定福利費 6,357,939
■■■中退金掛金 750,000
■■■福利厚生費 81,826
■■■■【人件費計】 51,953,295

■■■食材費 2,226,868
■■■渉外費 78,200
■■■会議費 24,588
■■■旅費交通費 1,011,011
■■■ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費 97,213
■■■通信運搬費 188,481
■■■減価償却費 982,562
■■■消耗什器備品費 859,968
■■■機関紙発行費 463,670
■■■出版事業費 156,825
■■■活動費 401,506
■■■消耗品費 300,175
■■■修繕費 71,420
■■■新聞図書費 50,820
■■■研修費 150,000
■■■光熱水料費 1,055,573
■■■賃借料 31,606,440
■■■保険料 92,510
■■■諸会費 44,680
■■■諸謝金 159,256

2015年度　活動計算書2015年度　活動計算書2015年度　活動計算書2015年度　活動計算書
  2015/04/01  2015/04/01  2015/04/01  2015/04/01～2016/03/31～2016/03/31～2016/03/31～2016/03/31

        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

■■■■■■■■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
■■■■■■■■事業費事業費事業費事業費
■■■■【人件費】

■■■■【その他費用】



円
科目科目科目科目

2015年度　活動計算書2015年度　活動計算書2015年度　活動計算書2015年度　活動計算書
  2015/04/01  2015/04/01  2015/04/01  2015/04/01～2016/03/31～2016/03/31～2016/03/31～2016/03/31

        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

■■■支払報酬 150,682
■■■支払手数料 281,964
■■■租税公課 56,252
■■■支払寄付金 123,060
■■■雑費 3,440
■■■■【その他費用計】 40,637,164
■■■■【就労支援事業費】 22,611,367
■■■事業費合計 115,201,826

■■■給料手当 2,791,041
■■■通勤費 6,996
■■■臨時雇賃金 1,278,066
■■■退職金 420,200
■■■法定福利費 374,103
■■■中退金掛金 84,000
■■■福利厚生費 16,038
■■■■【人件費計】 4,970,444

■■■渉外費 72,333
■■■会議費 7,404
■■■旅費交通費 123,923
■■■ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費 32,844
■■■通信運搬費 291,071
■■■減価償却費 69,251
■■■消耗品費 226,802
■■■修繕費 24,840
■■■新聞図書費 43,934
■■■研修費 2,500
■■■光熱水料費 317,000
■■■賃借料 1,218,800
■■■保険料 38,600
■■■諸会費 47,519
■■■支払報酬 127,685
■■■支払手数料 237,344
■■■租税公課 75,503
■■■ぱれっとプロジェクト費 20,210,443
■■■支払寄付金 10,000
■■■支払利息 161,816
■■■雑費 1,000
■■■■【その他費用計】 23,340,612
■■■管理費合計 28,311,056
■■■■経常費用計経常費用計経常費用計経常費用計 143,512,882
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 47,126,246

■■■■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 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 0
■■■■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 0
■■■■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 47,126,246
■■■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 47,056,246
■■■■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 68,665,519
■■■■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 115,721,765

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

■■■■(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 22,069,802

 就労支援事業活動収益計 22,069,802

 就労支援事業活動費用

  就労支援事業販売原価

     期首製品棚卸高 52,440

   当期就労支援事業仕入高 0

   就労支援事業費 22,947,377

 就労支援事業明細書

   1.材料費

     期首材料棚卸高 170,201

     期首包装材料棚卸高 958,432

     材料費 6,332,614

     梱包材料費 2,448,036

     工房材料費 188,568

    当期材料仕入高 8,969,218

    　　計 10,097,851

     期末材料棚卸高 421,643

     期末包装材料棚卸高 1,046,221

   当期材料費 8,629,987

   2.労務費

     労)利用者工賃 8,414,668

     労)利用者通勤手当 873,802

     労)就労支援事業指導員等給与 86,207

     労)臨時雇賃金 13,630

   当期労務費 9,388,307

   4.経費

     製)福利厚生費 151,936

     製)旅費交通費 223,117

     製)消耗品費 400,551

     製)水道光熱費 941,105

     製)燃料費 50,497

     製)修繕費 241,066

     製)通信運搬費 762,424

     製)受注活動費 606,053

     製)損害保険料 118,810

     製)賃借料 327,075

     製)図書・教育費 2,592

     製)支払手数料 84,908

     製)租税公課 476,759

     製)減価償却費 384,196

     製)雑費 157,994

   当期経費 4,929,083

   当期就労支援総事業費 22,947,377

    　　合　計 22,947,377

   就労支援事業費 22,947,377

   　　合　計 22,999,817

     期末製品棚卸高 388,450

  　　差　引 22,611,367

 就労支援事業活動費用計 22,611,367

 就労支援事業活動増減額 -541,565

2015年度　　就労支援事業活動明細書2015年度　　就労支援事業活動明細書2015年度　　就労支援事業活動明細書2015年度　　就労支援事業活動明細書
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        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
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(円)(円)(円)(円)

　　　現金 1,551,598 　　　買掛金 349,785

　　　普通預金 48,852,747 　　　未払金 5,581,316

　　　郵便振替口座 8,928,244 　　　前受金 322,000

　　　ペイパル口座 37,132 　　　預り金 698,252

　　　売掛金 341,834 　流動負債合計 6,951,353

　　　未収金 9,421,226

　　　前払金 250,000 　　　長期借入金 43,120,000

　　　商品 196,387 　　　ぱれっと債 12,000,000

　　　製品 388,450 　　　退職給付引当金 2,986,994

　　　原材料 421,643 　　　受入敷金 892,000

　　　包装材料 1,046,221 　固定負債合計 58,998,994

　　　商品券 57,000 負債合計 65,950,347

　　　立替金 59,213

　　　前払費用 501,400 　前期繰越正味財産 68,665,519

　流動資産合計 72,053,095 　当期正味財産増減 47,056,246

正味財産合計 115,721,765

　　　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

　　　建設仮勘定 93,761,160

　　　減価償却累計額 -10,769,055

　　　敷金 11,887,040

　　　出資金 10,000

　　　リサイクル預託金 8,220

　　　設備整備等積立預金 356,621

　固定資産合計 109,619,017

 資産合計 181,672,112  負債及び正味財産合計 181,672,112

正味財産の部

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

2016年3月31日現在2016年3月31日現在2016年3月31日現在2016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

資産の部
　流動資産

　固定資産

負債の部
　流動負債

　固定負債



場所・物量等 使用目的等 金額

流動資産

現金 1,551,598

普通預金 48,852,747

郵便振替口座 8,928,244

ペイパル口座 37,132

売掛金 341,834

未収金 9,421,226

前払金 250,000

商品 196,387

製品 388,450

原材料 421,643

包装材料 1,046,221

商品券 57,000

立替金 59,213

前払費用 501,400

72,053,095
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

建設仮勘定 93,761,160

減価償却累計額 △10,769,055

敷金 11,887,040

出資金 10,000

リサイクル預託金 8,220

設備整備等積立預金 356,621

109,619,017
181,672,112

流動負債

買掛金 349,785

未払金 5,581,316

前受金 322,000

預り金 698,252

6,951,353
固定負債

長期借入金 43,120,000

ぱれっと債 12,000,000

退職給付引当金 2,986,994

受入敷金 892,000

58,998,994
65,950,347
115,721,765

流動負債合計

固定負債合計
負債合計
正味財産合計

財　産　目　録
平成 28 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人　ぱれっと
（単位：円）

貸借対照表科目

流動資産合計

固定資産合計
資産合計
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認定NPO法人ぱれっと 2016年度役員一覧（順不同） 
 
 

  
 

役 名 氏   名 肩  書  役職名等 

１ 理事 相馬宏昭 認定NPO法人ぱれっと理事長 理事長 

２ 理事 菅原睦子 えびす・ぱれっとホーム施設長 副理事長 

３ 理事  高橋知子 NPO法人在宅福祉サービスウイズ理事長 
 

４ 理事 今井啓二 NPO法人ICT救助隊理事長 
 

５ 理事 西嶋美那子 元経団連障害者雇用アドバイザー 
 

６ 理事 辻 正雄 株式会社アーティストユニオン代表取締役社長 
 

７ 理事 南山達郎 認定NPO法人ぱれっと事務局長 
 

８ 理事 田口雄一 会社員・ぱれっとの家いこっと運営委員 
 

９ 理事 谷口奈保子 ぱれっとインターナショナル・ジャパン代表 
 

10 理事 前田 薫 元伊勢丹関連会社社長 
 

11 理事 田代真紀子 
 

ぱれっと親の会  

12 理事 米岡 文土 株式会社ニッコー 情報システム部部長代行 
 

13 理事 宮代幸枝 渋谷区立長谷戸小学校施設開放委員長 
 

14 監事 矢崎 芽生 矢崎公認会計事務所 公認会計士 税理士 
 

 ﾐﾔｼﾛﾕｷｴ  


