
（法第28条第1項関係様式例）

令和元年度事業報告書
平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

特定非営利活動法人 善利組まちづくりネット

1.  事業の成果
設立初年度は、空き家を改修したコミュニティ施設【Serigumi R12】開設（2020年4月）に

向けた活動を中心に行いました。
【Serigumi R12】は、創作活動をされるテナント5店舗が入る《足軽works-mykot》と、地

域住民のコミュニティの場となる《Serigumiサロン》からなる施設です。その改修工事に当
たっては彦根市と国の補助金を頂き、設計会社や施工業者に依頼しましたが、解体工事や雑
工事では会員やテナント5店舗の協力を仰いでの自主工事となりました。

また、芹橋二丁目内の空き地を2名の方から無償で譲り受けし、駐車場及び菜園として利用
活用することになりました。

しかし、2020年に入り、次年度からこの施設を使った英会話教室などの諸活動を実施すべ
く準備活動を計画していましたが、新型コロナウィルスの影響で、施設は完成したもののそ
れに伴う諸活動は延期せざるを得ない状態となりました。

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

定 款 の 事 業 名 事　業　内　容 実　施
日　時

実　施
場　所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人数

支出額
（千円）

まちづくりの中核施
設となるコミュニティ
施設（サロン）の運営

幼児･小学生を対象にした英会
話教室の生徒募集活動を2月か
ら行う予定でしたが、新型コロ
ナウィルスの影響で延期するこ
とになった。

観光の振興を図る
ための商業施設の
運営

施設が令和2年4月開所の為
当該年度は実施なし

コミュニティ活動の
活性化を図るイベ
ントの開催

当該年度は実施なし

足軽屋敷群の保全
･活用に関する活動

自治会・辻番所の会との共催
による足軽屋敷公開事業への
協賛（10/12は台風の為中止）

2019年
10月13日 芹橋二丁目 10人

彦根市
及び

近隣市町
（215人）

0

路地を活かしたま
ち並みの活用に関
する活動

芹橋二丁目地区への出店者と
のインターネット等によるPR
活動

随 時 芹橋二丁目 1人
芹橋二丁目
地区住民

（600人）
16.5

まち屋の活用に関
する助言や支援

彦根市への移住希望者に芹橋
二丁目地区の空家の紹介及び
案内

随 時 芹橋二丁目 2人
芹橋二丁目
地区住民
（50人）

0

その他この法人の
目的を達成するた
めに必要な事業

当該年度は実施なし



科  　　目 金　　　額
Ⅰ. 経常収益

１. 受取会費
正会員受取入会金 160,000
正会員受取会費 48,000
賛助会員受取会費 62,000 270,000

２. 受取寄附金
受取寄附金 1,605,000
土地受贈益 3,165,308
建物受贈益 193,503 4,963,811

３. 受取助成金等
受取補助金 8,000,000 8,000,000

４. 事業収益
0 0

５. その他の収益
受取利息 14
雑収益 0 14

経常収益計 13,233,825
Ⅱ. 経常費用

１. 事業費
（1）人件費

給料手当 0
法定福利費 0
福利厚生費 0
人件費計 0

（2）その他経費
英会話教室生徒募集活動費 0
インターネットサーバーレンタル料 16,500
旅費交通費 0
通信運搬費 0
減価償却費 0
賃借料 0
保険料 0
修繕費 0
光熱水料費 0
消耗品費 0
研修費 0
広告宣伝費 0
燃料費 0
雑費 0
その他経費計 16,500

事業費計 16,500
２. 管理費

消耗品費 280,505
通信費 0
会議費 1,486
旅費交通費 0
印刷経費 2,600
保険料 115,370
租税公課 122,250
雑費 45,710

管理費計 567,921
経常費用計 584,421

Ⅲ. 経常外収益
Ⅳ. 経常外費用

税引前当期正味財産増減額 12,649,404
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額 12,649,404
設立時正味財産額 0
次期繰越正味財産額 12,649,404

活  動  計  算  書
平成31年4月1日〜令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 善利組まちづくりネット (単位：円）



科　　　目 金  　　額
Ⅰ 資産の部　　　　　　　

１. 流動資産　　
現金　　　　 180,021
普通預金　　　 290,622
未収補助金 8,000,000
前払い地代 21,000
立替金 0
流動資産合計 8,491,643

２. 固定資産　　　　
（1）有形固定資産　

建物　　　 13,853,503
建物付属設備　　　 2,098,950
構築物　　　　 0
車両運搬具　　　　　　 0
什器備品　　　　　 454,000
ソフトウエア 0
土地 3,165,308
有形固定資産計 19,571,761

（2）無形固定資産
預託金　　 0
無形固定資産計 0

（3）投資その他の資産
出資金　　　　　　　　 0
保証金 0
投資その他の資産計 0

固定資産合計 19,571,761
資産合計 28,063,404

Ⅱ 負債の部　
１. 流動負債　　　　　　

未払金　　　 8,100,000
預り金 0
流動負債合計 8,100,000

２. 固定負債　　　
長期借入金　　　　　　　　 6,810,000
預り敷金 504,000
固定負債合計 7,314,000

負債合計 15,414,000

Ⅲ 正味財産の部　　　　　
設立時正味財産額 0
当期正味財産増減額 12,649,404

正味財産合計　　　　　　 12,649,404
負債及び正味財産合計　　 28,063,404

貸  借  対  照  表
令和２年３月31日 現在

法人名：特定非営利法人 善利組まちづくりネット
（単位：円）



財　産　目　録
令和２年３月31日 決算

特定非営利活動法人 善利組まちづくりネット
（単位：円）

科           目 金        額
Ⅰ 資産の部

１. 流動資産

現金預金 180,021 

普通預金 290,622 

未収補助金 彦根市役所 8,000,000 

前払地代 21,000 

流動資産合計  8,491,643 

２. 固定資産

建物 彦根市芹橋二丁目210 13,853,503 

建物付属設備 電気設備､給排水設備 2,098,950 

構築物 0 

車両運搬具 0 

什器備品 エアコン７台 454,000 

ソフトウエア 0 

土地 彦根市芹橋二丁目345-1, 345-2 3,165,308 

固定資産合計 19,571,761 

資産合計 28,063,404 

Ⅱ 負債の部

１. 流動負債

未払金 8,100,000 

預り金 0 

流動負債合計 8,100,000 

２. 固定負債

長期借入金 6,810,000 

預り敷金 504,000 

固定負債合計 7,314,000 

負債合計 15,414,000 

正味財産 12,649,404 


