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公公益 法財団法人    ばちばのＷＡ地 く地域づくり基金    定款    

    

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 当法人は、公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金と称する。 

（事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を千葉市に置く。 

（目的） 

第３条 当法人は、社会の課題解決や地域の活性化などの公益活動を支援したい人々と、公

益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、公益活動に必要な資金等の資源の募集と

分配を行い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築することにより、

持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的とする。 

（事業） 

第４条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 公益活動を行う団体に仲介・提供するために、公益活動に必要な資金等の資源を募

り、確保する事業 

(２) 公益活動を行う団体に対し、助成、顕彰等を行う事業 

(３) 公益活動を支援するために、不動産等の資源を活用する事業 

(４) 前各号に掲げるもののほか、公益活動を行う団体に対し、その経営に必要な資源を

提供する事業 

(５) 公益活動を行う団体及び資源提供者に対するコンサルティング事業 

(６) 公益活動に係る調査研究、情報収集及び情報発信に関する事業 

(７) 公益活動を推進するための普及・啓発物品、寄附金付物品及び出版物等の販売 

(８) 前各号に掲げる事業のほか、社会を構成する多様な主体が公益活動を支え、担う仕

組みの検討及び実施に係る事業 

(９) その他前条の目的を達成するために必要な事業 

（機関の設置） 

第５条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。 

（公告） 

第６条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 

 

第２章 財産及び会計 

（財産の拠出） 

第７条 設立者は、現金３００万円を、当法人の設立に際して拠出する。 

（事業計画及び収支予算） 

第８条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けな

ければならない。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第９条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３箇月以内に、理事長が
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次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第

１号及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類につい

ては承認を受けなければならない。 

(１) 事業報告 

(２) 事業報告の附属明細書 

(３) 貸借対照表 

(４) 正味財産増減計算書 

(５) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書 

(６) 財産目録 

２ 前項の規定により報告又は承認された書類の他、次の書類を主たる事務所に５年間備え

置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。 

(１) 監査報告 

(２) 評議員及び役員の名簿 

(３) 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(４) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 

３ 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の供覧に供するものとする。 

４ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 

（事業年度） 

第１０条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第３章 評議員及び評議員会 

第１節 評議員 

（評議員） 

第１１条 当法人に、評議員５名以上２０名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第１２条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１

８年法律第４８号、以下「一般法人法」という。）第１７９条から第１９５条までの規定

に従い、評議員会の決議によって行う。 

２ 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

(１) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分

の１を超えないものであること。 

イ 当該評議員及びその配偶者又は 3親等以内の親族 

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

ハ 当該評議員の使用人 

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産

によって生計を維持している者 

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にす

るもの 

(２) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評

議員の総数の３分の１を超えないものであること。 

イ 理事 
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ロ 使用人 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である

者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除

く。）である者 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定

する大学共同利用機関法人 

⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、

総務省設置法第４条第１５条の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人

（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法

人をいう。） 

３ 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 

（任期） 

第１３条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議

員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

（報酬等） 

第１４条 評議員は無報酬とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。 

 

第２節 評議員会 

（構成） 

第１５条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

（権限） 

第１６条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。 

(１) 評議員の選任並びに理事及び監事の選任または解任 

(２) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認 

(３) 定款の変更 

(４) 事業の全部又は一部の譲渡 

(５) 残余財産の帰属先の決定 

(６) 基本財産の処分又は除外の承認 

(７) 役員の報酬等並びに費用に関する規程 

(８) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項 

（開催） 

第１７条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３箇月以内に開催する。 
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２ 臨時評議員会は、必要があるときは、いつでも開催することができる。 

（招集） 

第１８条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。 

２ 評議員は理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員

会の招集を請求することができる。 

３ 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 

（招集の通知） 

第１９条 理事長は、評議員会の開催日の７日前までに、評議員に対して、会議の日時、場

所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発しなければならない。 

２ 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議

員会を開催することができる。 

（議長） 

第２０条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 

（決議） 

第２１条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を

除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

(１) 監事の解任 

(２) 定款の変更 

(３) 基本財産の処分又は除外の承認 

(４) その他法令で定めた事項 

３ 評議員、理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わな

ければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第１１条および第２５条に定

める定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に

達するまでの者を選任することとする。 

（決議の省略） 

第２２条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき

評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議が

あったものとみなす。この場合においては、その手続を第１８条第１項の理事会において

定めるものとし、第２０条から前条までの規定は適用しない。 

（議事録） 

第２３条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 

２ 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人２名以上が、

記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び評議員会へ

の報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによる。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければなら

ない。 

（評議員会規則） 

第２４条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評

議員会において定める評議員会規則による。 
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第４章 役員等及び理事会 

第１節 役員等 

（役員等） 

第２５条 当法人に次の役員を置く。 

理事 ５名以上２０名以内 

監事 ４名以内 

２ 理事のうち、１名を理事長とし、理事長以外の理事のうち２名を副理事長とし、１名を   

専務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって、

一般法人法第 197条において準用する同法 91条第 1項第 2号の業務執行理事とする。 

（選任等） 

第２６条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 

２ 理事長、副理事長、専務理事は理事会において理事の中から選定する。 

３ 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 

４ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係に

ある理事の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様と

する。 

５ 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあ

る者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはなら

ない。監事についても、同様とする。 

６ 理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、

遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 

（理事の職務権限） 

第２７条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行

を決定する。 

２ 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執

行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務

を分担執行する。 

４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、

当法人の業務を分担執行する。 

５ 理事長、副理事長、専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の

職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務権限） 

第２８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産

の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２９条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとする。 
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３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任さ

れた理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事については、再任を妨げない。 

５ 理事又は監事は、第２５条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、辞任又

は任期満了により退任した後においても、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任

するまでは、その職務を行わなければならない。 

（役員の解任） 

第３０条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任すること

ができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の３分の２

以上に当たる多数の決議に基づいて行われなければならない。 

(１) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（報酬等） 

第３１条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会におい

て定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として

支給することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。 

（取引の制限） 

第３２条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開

示し、理事会の承認を得なければならない。 

(１) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 

(２) 自己又は第三者のためにする当法人との取引 

(３) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法

人とその理事との利益が相反する取引 

２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ

ならない。 

（責任の一部免除） 

３３条 当法人は、一般法人法第１９８条において準用する同法第１１１条第１項の賠償責

任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額

から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 

（顧問） 

第３４条 当法人に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 

３ 顧問は、当法人への助言や協力を行い、理事長に対し、意見を述べることができる。 

４ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することがで

きる。 

第２節 理事会 

（設置） 

第３４条 この法人に理事会を設置する。 

２ 理事会は、すべての理事で組織する。 

（権限） 

第３６条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(１) 業務執行の決定 
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(２) 理事の職務の執行の監督 

(３) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

(４) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 

(５) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項 

２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することがで

きない。 

(１) 重要な財産の処分及び譲受け 

(２) 多額の借財 

(３) 重要な使用人の選任及び解任 

(４) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

(５) 内部管理体制の整備 

(６) 第３３条第１項の責任の免除 

（開催） 

第３７条 通常理事会は、毎年定期に、年４回開催する。 

２ 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

(１) 理事長が必要と認めたとき。 

(２) 理事長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。 

(３) 前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日と

する理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 

(４) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。 

(５) 前号の請求があった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が

招集したとき。 

（招集） 

第３８条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が招集する

場合及び同項第５号により監事が招集する場合を除く。 

２ 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会は理事が招集する。 

３ 理事長は、前条第２項第２号又は第４号に該当する場合は、その請求があった日から５

日以内に、請求の日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければ

ならない。 

４ 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電

磁的方法をもって、開催日の５日前までに、通知しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集の手続を経るこ

となく理事会を開催することができる。 

 

（議長） 

第３９条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は

理事長が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。 

（決議） 

第４０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 

（決議の省略） 
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第４１条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提

案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただ

し、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 

２ 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項

を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日その他法務省令で定める事項を

議事録に記載又は記録しなければならない。 

（報告の省略） 

第４２条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した

場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第２７条第６項

の報告については、この限りでない。 

（議事録） 

第４３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行

う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。また、理事会の決議の省略があ

った場合及び理事会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるとこ

ろによる。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければなら

ない。第４１条第２項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書

面についても同様とする。 

（理事会運営規則） 

第４４条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において

定める理事会規則による。 

 

第５章 定款の変更、合併及び解散 

（定款の変更） 

第４５条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３分の２以

上の決議によって変更することができる。 

２ 当法人の目的、事業及び評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 

（合併等） 

第４６条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３分の２以上

に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一

部の譲渡をすることができる。 

（解散） 

第４７条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の

不能その他法令で定めた事由によって解散する。 

（公益認定の取り消し等に伴う贈与） 

第４８条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決

議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日から

１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第

４９号）第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

（残余財産の処分等） 
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第４９条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法

人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの

とする。 

２ 当法人は、余剰金の分配を行わない。 

 

第６章 委員会 

第５０条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委

員会を設置することができる。 

２ 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。 

３ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

第７章 事務局 

（設置等） 

第５１条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。 

３ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

（備付け帳簿及び書類） 

第５２条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

(１) 定款 

(２) 評議員、理事、監事の名簿 

(３) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 

(４) 評議員会及び理事会の議事に関する書類 

(５) 財産目録 

(６) 役員等の報酬規定 

(７) 事業計画書及び収支予算書 

(８) 事業報告書及び計算書類等 

(９) その他法令で定める帳簿及び書類 

２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによる。 

 

第８章 附則 

（設立時評議員） 

第５３条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。 

設立時評議員 池田徹 櫻井義維英 椎名千収 篠塚泉 新保ちい子 竹元則夫 萩原博 

       広井良典 深尾昌峰 渡辺元 

（設立時役員等） 

第５４条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 

設立時理事 有吉徳洋 岩澤靜 大森智恵子 奥野不二子 金親博榮 木村庸子  

佐々部憲子 志村はるみ 虎岩雅明 鍋嶋洋子 久野直衛 深谷みどり  

牧野昌子 松田浩志 山部佳子 

設立時代表理事 関谷昇 

設立時監事 内山真義 豊岡正弘 

（最初の事業計画等） 
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第５５条 当法人の設立当初年度事業計画及び収支予算は、第８条第１項の規定にかかわら

ず、設立者の定めるところによる。 

（最初の事業年度） 

第５６条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成２５年３月３１日までとす

る。 

（設立者の氏名及び住所） 

第５７条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。 

住 所 千葉市美浜区真砂５丁目２１番１２号 

設立者氏名 権利能力なき社団  

一般財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金設立準備会 

（法令の準拠） 

第５８条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

附則 

１ この定款は、当法人の設立の登記の日から施行する。 

 



公益財団法人ちばのＷＡ地域づくり基金 （単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 853,963 1,533,478 △ 679,515

未収金 40,326 0 40,326

前払費用 0 2,570 △ 2,570

流動資産合計 894,289 1,536,048 △ 641,759

２．固定資産

(1)基本財産

定期預金 3,000,000 3,000,000 0

基本財産合計 3,000,000 3,000,000 0

（2）特定資産

事業指定助成プログラム 0 288,500 △ 288,500

子どもの今と未来を支える基金 750,009 274,446 475,563

まつど子育てささえあい基金 19,262

3,704,290

さくら基金（冠基金） 600,000 550,000 50,000

100,000

財団運営寄付 775,337 0 775,337

特定資産合計 5,948,898 1,112,946 4,835,952

(3)その他固定資産

敷金 120,000 120,000 0

その他固定資産合計 120,000 120,000 0

固定資産合計 9,068,898 4,232,946 4,835,952

資産合計 9,963,187 5,768,994 4,194,193

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 0 0 0

預り金 14,289 39,120 △ 24,831

流動負債合計 14,289 39,120 △ 24,831

２．固定負債

長期借入金 1,000,000 1,000,000 0

固定負債合計 1,000,000 1,000,000 0

負債合計 1,014,289 1,039,120 △ 24,831

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

受取寄付金 8,948,898 4,112,946 4,835,952

指定正味財産合計 8,948,898 4,112,946 4,835,952

（うち基本財産への充当額） （3,000,000） （3,000,000） 0

（うち特定資産への充当額） （5,948,898） （1,112,946） △ 1,534,628

２．一般正味財産 0 616,928 △ 616,928

正味財産合計 8,948,898 4,729,874 4,219,024

負債及び正味財産合計 9,963,187 5,768,994 4,194,193

貸借対照表

2020年3月31日現在（決算）

科 目

中央ろうきん2019千葉県台風・豪雨災害支援基金

2019千葉県台風・豪雨災害支援基金
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当年度 前年度 増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 2,641 840 1,801

基本財産受取利息 2,641 840 1,801

公益目的事業収益 1,403,647 4,334,368 △ 2,930,721

情報発信・啓発事業 235,000 82,800 152,200

資源仲介事業（チャリティ事業等） 347,647 191,568 156,079

助成業務等支援事業（受託事業） 700,000 700,000 0

他機関との連携協働事業（受託事業） 121,000 3,360,000 △ 3,239,000

受取補助金等 0 0 0

受取補助金等振替額 0 0 0

受取寄付金 6,433,362 3,095,638 3,337,724

受取寄付金 0 948,064 △ 948,064

受取寄付金振替額 6,433,362 2,147,574 4,285,788

雑収益 26 14 12

受取利息 26 14 12

経常収益合計 7,839,676 7,430,860 408,816

（２）経常費用

事業費 8,064,193 6,525,818 1,538,375

役員報酬 66,400 733,600 △ 667,200

給料手当 2,296,121 1,444,550 851,571

福利厚生費 396,480 438,027 △ 41,547

会議費 39,575 147,968 △ 108,393

旅費交通費 350,632 277,038 73,594

通信運搬費 474,778 395,461 79,317

消耗什器備品費 0 125,000 △ 125,000

消耗品費 58,914 111,450 △ 52,536

印刷製本費 300,554 269,029 31,525

チャリティ事業支出 207,211 332,004 △ 124,793

光熱水費 79,533 83,813 △ 4,280

賃借料 576,000 576,000 0

リース料 46,656 0 46,656

諸謝金 50,000 60,000 △ 10,000

租税公課 850 2,000 △ 1,150

支払負担金 27,735 17,703 10,032

支払助成金 3,092,754 1,000,000 2,092,754

研修費 0 10,100 △ 10,100

委託費 0 420,000 △ 420,000

雑費 0 82,075 △ 82,075

管理費 392,411 403,317 △ 10,906

役員報酬 126,600 183,400 △ 56,800

会議費 5,766 0 5,766

旅費交通費 21,490 656 20,834

通信運搬費 3,665 6,162 △ 2,497

消耗品費 8,946 991 7,955

印刷製本費 6,953 4,672 2,281

光熱水費 9,587 9,304 283

賃借料 144,000 144,000 0

リース料 11,664 0 11,664

租税公課 2,300 3,100 △ 800

諸会費 50,000 50,000 0

2019年度正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日（決算）

科目



支払負担金 756 432 324

雑費 684 600 84

経常費用合計 8,456,604 6,929,135 1,527,469

評価損益等調整前当期経常増減額 0

基本財産評価損益等 0

特定資産評価損益等 0

投資有価証券評価損益等 0

評価損益等計 0

当期経常増減額 △ 616,928 501,725 △ 1,118,653

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

他会計振替額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 616,928 501,725 △ 1,118,653

一般正味財産期首残高 616,928 115,203 501,725

一般正味財産期末残高 0 616,928 △ 616,928

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等 0 0 0

受取民間助成金 0 0 0

受取寄付金等 11,269,314 612,946 10,656,368

事業運営への寄付 3,489,199 0 3,489,199

事業指定プログラムへの寄付金 53,000 288,500 △ 235,500

テーマ型プログラムへの寄付金 6,477,115 274,446 6,202,669

冠ファンドへの寄付金 1,250,000 50,000 1,200,000

一般正味財産への振替額 6,433,362 2,147,574 4,285,788

当期指定正味財産増減額 4,835,952 △ 1,534,628 6,370,580

指定正味財産期首残高 4,112,946 5,647,574 △ 1,534,628

指定正味財産期末残高 8,948,898 4,112,946 4,835,952

Ⅲ 正味財産期末残高 8,948,898 4,729,874 4,219,024


