
2020 年度 事業報告書 
NPO 法人 gift 

１ 活動の概要 
 7 期目となる本年度は、5 年目となる丹波県⺠局からの委託事業「移住・環流プロジェクト推進事業」を実施した。
新型コロナウイルスの影響を受け、都市部で予定していたイベントはほとんど中止となったが、代替してオンライン
イベントを開催し、毎週のイベント「モーニングページ」が好評を得るなど、新しい可能性も探る一年となった。 
 
２ 事業の内容 
(1)たんば暮らしファン交流ステーションの設置・運営 

「iso 乃家」を賃借して、丹波ファン交流ステーションとして運営した。「iso 乃家」については年度中 7 月に
リニューアルされ、コワーキングスペースを備えるとともに農家⺠宿としての利⽤も可能な形態となった。 
 
(2)たんば暮らしファン交流カフェ・セミナー及びツアーの実施 

別途「ソシエテリベルテ」プロジェクトチームを組織、チームで相談、企画を行った。コロナ禍につき、現地
開催型のイベントは大幅に縮小した。「学校じゃない教育の仕事」は 5 回開催（4 回をオンライン）、「たんばナイ
ト」は東京で 1 回のみ実施（大阪、名古屋は中止）した。参加者は延べ 58 名。 
 一方で、オンライン型のイベントについては、イベント紹介サイトでの露出や広告の利⽤などにより一定の集
客を保つことができ、延べ 652 名の参加を得た。 
 
(3)「たんば元気人材バンク」の設置・運営 

オンラインサロン「実践！ ローカリズム」（NPO 法人情報社会生活研究所主催）が始まり、人材が見える化
されたことで、「人材バンク」への登録が進んだ。地域内 28 名を新たに登録し、合計 299 名となった。 

地域外人材に関しては、上記「実践！ ローカリズム」登録者のほか、「モーニングページ」等オンラインイ
ベント参加者からも地域外の関係人口として登録をさせていただいた。59 名を追加し、合計 89 名となった。 
 
(4)たんば暮らしファン NET の構築・拡充 
 メールマガジンについては、15 名と新規登録が少なかった。現在 324 名の登録となっている。ただし、メー
ルアドレスについては不達も増えてきている。 

一方で Facebook への「いいね！」は 559 件と昨年度比 1.5 倍以上（R1.3 末：374 件）に伸ばしており、オン
ライン中心の活動がこうした結果につながったものと考える。 
 
(5)たんば暮らし家計簿の作成・配布 
 A5 版 32 ページ、フルカラーで 1,000 冊。両市相談窓口やゲストハウス等に配置予定である。 
 
(6)「たんば暮らしお試し滞在」の実施 
 これまで移住・環流プロジェクトに協力いただいたオーナーの宿に事業紹介をするにとどめ、オーナーの判断
で適⽤いただいた。結果、32 名 36 泊のご利⽤をいただいたものの、宿数は３宿のみと広がりに欠けた。 
 
(7)効果的な情報発信 
 ホームページについては、イベント開催等に合わせて年間 33 本の記事を投稿、また随時更新作業を行った。
メール配信は 14 回行った。同時に Twitter による更新情報配信を行っている。また、Facebook によるイベント
案内をイベント毎に継続して行った。 



法人名： NPO法人gift

貸借対照表
2021　年　3　月　31　日　現在

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金 1,212,479

未収金 3,038,240

流動資産合計 4,250,719

2. 固定資産

（1）投資その他の資産

差入保証金 753,000

投資その他の資産計 753,000

固定資産合計 753,000

資産合計 5,003,719

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

未払金 2,546,736

未払法人税等 72,000

預り金 7,191

流動負債合計 2,625,927

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 2,625,927

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 2,457,634

当期正味財産増減額 △ 79,842

正味財産合計 2,377,792

負債及び正味財産合計 5,003,719



法人名： NPO法人gift

財産目録
2021　年　3　月　31　日　現在

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金

手元現金 1,062,359

中兵庫信金 150,120

未収金

兵庫県 3,038,240

流動資産合計 4,250,719

2. 固定資産

（1）投資その他の資産

差入保証金

兵庫県 753,000

固定資産合計 753,000

資産合計 5,003,719

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

未払金

松崎菜香 220,000

情報社会生活研究所 1,496,000

ゴキゲンてくのろじ 290,136

ナカタユカ 430,600

きくもとグラフィック 110,000

未払法人税等

2020年度法人税 72000

預り金

源泉所得税 7,191

流動負債合計 2,625,927

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 2,625,927

正味財産 2,377,792



法人名： NPO法人gift

活動計算書
2020　年　4　月　1　日　から　2021　年　3　月　31　日　まで

(単位：円)

科　　目 金　　額

 I  経常収益

1. 事業収益

市民活動支援事業収益 0

生涯学習支援事業収益 0

田舎暮らし支援事業収益 7,296,247 7,296,247

管理部門収益 0

2. その他収益

受取利息 25 25

　　経常収益計 7,296,272

 II  経常費用

1. 事業費

（1）人件費

人件費計 0

（2）その他経費

業務委託費 6,549,932

印刷製本費 110,000

租税公課 10,000

支払手数料 6,710

その他経費計 6,676,642

事業費計 6,676,642

2. 管理費

（1）人件費

人件費計 0

（2）その他経費

業務委託費 290,136

通信運搬費 264,076

消耗品費 860

租税公課 87,200

支払手数料 57,200

その他経費計 699,472

管理費計 699,472

　　経常費用計 7,376,114

当期正味財産増減額 △ 79,842

前期繰越正味財産額 2,457,634

 　　 次期繰越正味財産額 2,377,792



財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6） 消費税等の会計処理

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。

ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「４．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「３．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日　２０１7年１２月１２日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

棚卸資産の評価方法

貸倒引当金の計上基準


