
平成2 8年度の事業報告書

平成28年4月25日から平成29年5月31日まで(設立第1期)

特定非営利活動法人京都まつり･文教協会

1　事業の成果

･以下の事業を実施した｡

･平成28年6月29日に京都市東山区に祇園祭ぎゃらりいをオープンしたo

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 (定款に記載した事業) 仞��ﾉ4�,磯hｼi>�vR�(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人 敬 嫡B假8擁���ｸ�"�,ﾉLﾘ股�С��ﾉ�B�

①祇園祭を中心とした､ 仍�78,ﾉ��讖4帝6�9ﾙ4�,為2�(A)7月11日及 嫡B�-ﾈ,(.�,�,r�

京都の歴史的.伝統的な 倬h/�]ｸﾎﾂ霰ｹJﾘ+x.�+ﾘ-�,ﾂ�び7月18日 �6�9ﾙ4兌h峇�

行事を保護し､また啓発 �5ｨ7�6��ｸ/�､ｨﾜ8+X+ﾘ�ｲ�に行ったo �,亊Y�8*ｨ*��

するための事業 �(B)祇園祭ぎや らりい くC)3名 �.倡9j��С丿S��kﾂ�

②祇園祭を中心とした､ 仍�78,ﾈ-ﾈ,(.�,亊h+x.��ﾂ�(A)6月29日か 嫡B�-ﾈ,(.�,�,r�

京都のまつりに関する人 俤闔y�ﾈ,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ5ｨ7�6��ｲ�ら毎月2回 �6�9ﾙ4兌h峇�

材育成のための事業 �/�､ｨﾜ8+X+ﾖ��行ったコ (a)祇園祭ぎや らりい (C)3名 �,亊i�8*ｨ*��.倡9j��С�48+�<�.��ﾙ�B�

③祇園祭を中心とした､ 冏ｹd��ﾈ,ﾈ馼ｼi>�vX,亊h+r�(A)6月29日か 嫡B�-ﾈ,(.�,�,r�

京都の文化施設の管理と �.�7ｨ8ﾈ8�7��ｸ5x,ﾈﾞﾉ�ﾂ隰r�ら随時行つ �6�9ﾙ4兌h峇�

運営 凉ﾚH-ﾈ+ﾚHｵ��ﾝX,亊h+x.��たo �,亊i�8*ｨ*��

映像の放映などを行った○ 嫡"偃X+ﾘ.倬ik�����2�8ﾜｲ��る市民 (E)不特定多数 

④その他､この法人の目 冏ｸ馼ｼiD�7�,ﾚH��邵+X,�*�� ��

的を達成するために必要 な事業 �,(+ﾔ2�



(2)その他の事業

事業名 (定款に記載した事業) 仞��ﾉ4�,磯hｼi>�vR�(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数 

①祇園祭を中心とした､京都 亰��ﾝX/�(i�8,h+X+ﾙfr�8��(A)6月29日から随時行つ 

のまつり.伝統文化に関す ��X鄕ｷ�-�吠�ﾈ,ﾉ5x麒9�/�ﾗ2�たロ 

るギャラリー-の運営 �,(+ﾖ��(B)蔵園祭ぎやらりい (C)1名 

②喫茶.ミュージアムシヨツ 亰��ﾝX/�(i�8,h+X+ﾘ7�8X�ｲ�(A)6月29日から随時行つ 

プの運営 �5x4�8�5h8x6(7b�4ｨ7H4h,ﾂ�た○ 

委託運営を行ったC 嫡"亰��ﾝX*ﾈ.(.x.�*"��2��kﾂ�

(備考)

1　2は, (1)には特定非営利活動に係る事業, (2)にはその他の事業について区分を明らかに

して記載する｡

2　2(2)には,定款上｢その他の事業｣に関する事項を定めているものの, 1該事業年度にそ

の他の事業を実施しなかった場合, ｢実施しなかった｣と記載する｡



平成28年度　活動計算書
平成28年4月25日から平成29年5月31日まで(設立第1期)

特定非営利活動法人京都･まつり文教協会

(古:円) 

科目 �<�.碓�ｪ��xｨ�:��,佛x.倬hｼb�その他の事業 俘xﾇb�

Ⅰ経常収益 1受取会責 ���������������0 0 0 0 9,518,877 ���������偵S�づピr�

2受取寄付金 
3受取助成金等 4事業収益 

(1)非営利活動事業収入 (2)その他の事業収入 家賃収入 

売上高 �1,191,919 ��ﾃ���ﾃ����

その他の収入 �927.669 涛#scc��

経常収益計 ���ll,638,465 免ﾂ緜3ゅCcR�

Ⅱ経常費用 1事業費 (1)売上原価 期首商品棚卸高 �������������途緜�R�0 385.920 ���

当期商品仕入高 剴3コ纉#��

販売手数料 �744.180 都CBﾃ����

期末商品棚卸高 �-96.225 蔦澱�##R�

売上原価合計 (2)人件費 �1,033,875 ����32繝sR�

理事報酬 �0 1.854,495 ���

雑給 剴�纉S"�����

福利厚生費 (3)その他の経責 塔���15,200 ��b�����

広告宣伝費 ��Rﾃcc��297ー540 �3�2ﾃ#���

会議費 �3R�667 都�"�

旅費交通費 ��rﾃ田R�341.325 �3S偵#���

通信費 鼎r�903 涛S��

消耗品貴 途ﾃccb�145,661 ��S2ﾃ3#r�

水道光熱費 田�ﾃSc��1,150.811 ��ﾃ#���3���

支払手数料 �#s��5,130 迭紊���

地代家賃 �3c"繝���6.894,720 途ﾃ#Srﾃc���

減価償却費■ �2ﾃ�cb�60.162 田2ﾃ3#��

繰延資産償却 �3RﾃC3��673.315 都�ゅsS2�

雑費 ��ﾃ�3��34.781 �3b緜�"�

事業費計 2管理費 田�2纉3"���12,508.585 0 ��2ﾃ��"ﾃS�r���

管理費計 

経常費用計 田�2纉3"�12.508,585 ��2ﾃ��"經�r�

当期経常増減額 蔦c�2纉3"�-B70.120 蔦�ﾃCsB��S"�

Ⅲ程常外収益 1受取利息 �������1 1 0 �������

経常外収益計 Ⅳ経常外費用 経常外重用計 

当期経常外増減額 ���1 ���

税引前当期正味財産増減技 蔦c�2纉3"�-870.119 蔦�ﾃCsBﾃ�S��

法人税､住民税及び事業税 ���45,800 鼎Rﾃ����

当期正味財産増減岳 蔦c�2ﾃ�3"�-915,919 蔦�ﾃS�津ゴ��

主星i喝龍鞘鰻越正味財産額 ���0 ���
ー次期繰越正味財産桂 蔦c�2纉3"�-915,919 蔦�ﾃS�津ゴ��



平成28年度　貸借対照表

平成29年5月31日現在(設立第1期)

特定非営利活動法人京都･まつり文教協会

(単位.円)

科目･摘要

Ⅰ資産の部

1流動資産

現金

小口現金

普通預金

未収入金

流動資産合計

2　棚卸資産

商品

棚卸資産合計

3　固定資産

一括償却資産

固定資産合計

4　投資その他の資産

差入保証金

投資その他の資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

1流動負債

未払金

未払法人税等

預かり保証金

流動負債合計

2　固定負債

長期借入金

固定負債合計

負債合計

Ⅱ　正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産減少額

正味財産合計

負債及び正味財産合計



平成28年度　財産目録
平成29年5月31日現在(設立第1期)

特定非営利活動法人京都･まつり文教協会

(単位:円)

科目･摘要

Ⅰ資産の部

1流動資産

現金　現金手許有高

小口現金　現金手許有高

普通預金　京都銀行　円町支店

未収入金(樵)武園くろちく

(秩)くろちく百足屋

流動資産合計

2　棚卸資産

商品

棚卸資産合計

3　固定資産

-括償却資産　パソコン

固定資産合計

4　投資その他の資産

差入保証金(公財)日本漢字能力検定協会

投資その他の資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

1流動負債

未払金　ボランティア交通費

(秩)タイトー　レンタル事業部大阪営業所

ケイエスホーム

(公財)日本漢字能力検定協会

未払法人税等　京都市法人市民税

預かり保証金(秩)くろちく

流動負債合計

2　固定負債

長期借入金(秩)くろちく

固定負債合計

負債合計

正味財産合計

35.000

49.050

8.175

1 47,594

45,800

3.000,000


