
 

 

特定非営利活動法人 北海道ＮＰＯ越智基金 
 

2002 年度事業活動報告書及び 2003 年度事業活動計画
 

（成立の日2002年12月～2003 年 9 月 30 日） 

 

 

２００２年度 事業活動及び収支決算 

 

設立初年度事業活動報告（成立の日２００２年１２月～２００３年９月） 

 

１．ＮＰＯへの助成金配分事業を行いました。 

ＮＰＯ推進北海道会議・北海道ＮＰＯサポ－トセンタ－と連携をとりながらＮＰＯへの助成金配

分事業を行いました。 

 

７月２３日の理事会で今 年度の助成 を決定しました。５１件と過去最多 の応募がありました。

越智基金の知名度、評判が徐々に上がっているのでしょうか。 

NPO および NPO を目指しうるような社会的広がりを持った自発的な市民活動（分野について

は NPO 法の１７分野を参考にして下さい）を支援するのが基金の目的です。ただ、昨今の金融事

情では基金の果実では運営できませんから基金自体を取り崩しながら助成を行っているのが実

情です。そのせいもあって、今年も総額２００万円を上限に据えましたが、２００万円全額を必ず

支出することにはしていません。そこが「官」の予算と違う所です。ある種「絶対評価」を行うことに

なりますから少し厳しい結果も生じました。 

基本的な評価基準は大体以下のように纏められます。まず、使用目的をできるだけはっきりさ

せること（活動目的、活動内容、活動予算を分かりやすく書いて下さい）。それから助成金が日々

の活動に役立つことも重要です。 

立ち上げたばかりで他に助成のメドが立たない場合は特別に配慮します。 

ここには新しく生まれつつある社会的必要の潮流の先端にいるために、行政等の対応が立ち

後れている課題がいち早く現れて来るようです（今回は不登校や引きこもりに取り組む活動が目

立ちました）。 

活動が軌道に載っていると判断された団体には今回は一部遠慮して頂くことにしました。また、

毎年継続的に助成することはしていません。その点御理解ください。いずれ、基金自体を増やす

ことで、支援の幅を広げたいと考えています。 



【２００３年ＮＰＯ越智基金（公募）助成団体】 

精神障害回復者スポーツ大会実行委（札幌）、旭川失語症友の会、夢の樹オホーツク（網走）、

保育サポーターあいあい（旭川）、ママサポートえぷろん（十勝）、ことばを育てる親の会道協議会

（札幌）、ファミリーサポーターさわやか（函館）、楽しいモグラクラブ（札幌）、ＮＰＯ太陽（函館）、

ふれあいｉｎさろま、シーズネット（札幌）、エスニコ（札幌）、ＦＭステーション・ビート（十勝）、えべつ

楽友協会、スペース・からころ（札幌）、「飛んでけ！車いす」の会（札幌）、北海道子育て支援ワ

ーカーズ（札幌）、旅とぴあ北海道（旭川）、札幌村文化センター、小規模作業所ポエム（札幌）、

地域福祉支援センターちいさな手（十勝）、かしわのもり地域生活支援センター（十勝）、夢紡ぎ・

くらら（札 幌 ）、しろくまネット（旭 川 ）、北 海 道 ファミリーハウス（札 幌 ）、循 環 ネットワーク北 海 道

（札幌）、ボランティアグループ屋 外 介 護 支援（札 幌）、たのしび（旭 川）、HSA 札 幌 ミーティング

（札幌）、東区☆公園ネットワーク（札幌）、地域生活支援ネットワークサロン（釧路）、北海道デフ

プロジェクト（札幌） 以上３２団体に１，６０５、０００円を助成決定しました。 

 

２．以下の事業・活動を行いました。 

    １）ＮＰＯ全国フォーラムへの出展参加 

    ２）市民活動全道フォーラム プレゼンテーション分科会への助成 ３万円 

    ３）ＮＰＯ越智基金の紹介パンフレットとパネル作成 

     

 

参考 資産残高 13,213,074 円 助成金支払い 1,605,000 円 事務費 約 10,000 円 差し引き 

11,598,074 円 

 



２００３年9月３0日現在

11,548,458

11,548,458 11,548,458 0

0

5,000,000 　

11,548,458

5,000,000

5,000,000 5,000,000 16,548,458 16,548,458

16,548,458 16,548,458

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人　　越智基金

資産の部 負債及び正味財産の部

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

流動資産 流動負債

現金・預金

流動資産合計 流動負債合計

固定資産 　負債合計

出資金 Ⅲ　正味財産の部

資産合計 負債及び正味財産合計

正味財産

次期繰越資金

その他正味財産

固定資産合計 正味財産合計

 

 

 

 

特定非営利活動法人　　越智基金 2003年9月30日現在

科目・摘要 金額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　　　　　　　現　　　　　　金 0

　　　　　　　　　普　通　預　金　 北海道労働金庫　本店 11,548,458

　　　　　　　　　　　流動資産合計 11,548,458

　２　固定資産

　　　　　　　　　出　　資　　金 NPOバンク 5,000,000

　　　　　　　　　　　固定資産合計 5,000,000

　　　　　　　　　資産合計 16,548,458

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債 0

　２　固定負債 0

　　　　　　　　　負債合計 0

正味財産 16,548,458

その他事業に係る財産目録該当なし

財産目録



 

特定非営利活動法人　　越智基金

科目 予算 決算 差異

Ⅰ　経常収入 寄付金収入 20,562,547 18,213,074 2,349,473

その他収入 20,000 44 19,956

合計 20,582,547 18,213,118 2,369,429

Ⅱ　経常支出 　 　

　１　事業費 助成金支出 2,000,000 1,655,000 345,000

出資金支出 5,000,000 5,000,000 0

　2　管理費 事務費 20,000 9,660 10,340

合計 7,020,000 6,664,660 355,340

当期収支差額 13,562,547 11,548,458 2,014,089

前期繰越収支差額 0 0 0

次期繰越収支差額 13,562,547 11,548,458 2,014,089

1 資金の範囲は、現金預金です。

2 次期繰越収支差額の内容は、次ぎのとおりです。

科目 前期末残高 当期末残高

現金預金 0 11,548,458

次期繰越収支差額 0 11,548,458

その他の事業に係る事業会計該当なし

会計監査報告

監査を実施した結果、財務諸表は適正に処理されていることを認めます。

2003年11月19日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監事　田渕直子

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
自2002年月12月１７日　至2003年9月30日

 

 



２００３年度 事業活動計画及び収支予算案 

 

設立２年度事業活動計画（特定非営利事業分） 

１．ＮＰＯへの助成金配分事業を行います。 

 今年度も、昨年度に引き続き、ＮＰＯ法人、市民活動団体への幅広い助成を実施します。 

２．ＮＰＯへの助成に関する調査研究を行います。 

 「大阪コミュニティ財団」が実施している「マイ基金」などを参考に、個人からのファンド提供シ

ステムを調査研究し、できるところから実行に移します。 

３．個人ファンドを含め基金の原資を増やす活動を行います。 

４．認定ＮＰＯ法人申請の準備を始めます。 

 

 

 

 

設立２年度収支予算書（特定非営利事業分） 

 

2003 年度特定非営利活動に係る収支予算書 

（2003 年 10 月１日から 2004 年 9 月 30 日まで） 

単位 円 

      科    目            予 算 額              備   考 

    Ⅰ  収入の部                           

１ 寄付金収入          1,000,000               篤志家等より 

      ２ その他収入       20,000               受取利息他 

     収入合計      1,020,000 

      

Ⅱ  支出の部                              

   １ 事業費               2,000,000         助成金支出 

   ２ 管理費             20,000         振込み手数料         

         支出合計             2,020,000 

         当期収支差額    -1,000,000                              

         前期繰越収支差額  13,062,547 

     次期繰越収支差額  12,062,547 

 

その他事業に係わる収支予算書 

該当なし 


