
 

 

第二期 事 業 報 告 書 

 
ＮＰＯ法人 メッターフレンズ  

 
Ⅰ 事業期間 
 
 平成31年3月1日～令和2年2月29日 

 
Ⅱ 事業の成果 
 
 
第二期は、法人の知名度向上を目標に活動した。 
講演会の開催、外部媒体（フリーペーパー「フリースタイルな僧侶たち」。四方僧伽チャリティーカ
レンダー）へ広告を掲載することで、より多くの方に法人の活動を伝え、理解と協力が得られるよう
に努めた。 
助成金の公募、審査、交付の手順について、実際に運用して見えてきた問題点を随時改善し、募集要
項の改定を行った。 
特定非営利活動に係る事業については、支援事業として、団体助成4件と事業助成2件に対して支援
金の交付を行った。啓発事業として、平成31年4月（横浜）と令和元年11月（大阪）に講演会を開
催した。 
 
 
 
Ⅲ 事業の実施状況 
 １ 特定非営利活動に係る事業 
 （１）（事業名）  支援事業 
    （内 容）  法人が選定した個人・団体への支援金交付 
    （実施場所） 日本国内の個人・団体が行う活動 
    （実施日時） 令和元年11月～令和2年2月 
    （事業の対象者） 

団体助成  一般社団法人メッター、特定非営利活動法人おてらおやつクラブ 
           特定非営利活動法人後藤道場 

特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく 
事業助成  特定非営利活動法人後藤道場 

わかちあいの会うめの花 
    （収 入）  5,100千円（受取寄附金） 
    （支 出）  5,000千円（支援金6件） 
 
 （２）（事業名）  啓発事業 
    （内 容）  講演会の開催 

 「虐待を受けていた」という人に出会ったら あなたはどうしますか？ 
    （実施場所） 遍照寺（横浜市） 
    （実施日時） 平成31年4月28日 
    （事業の対象者）一般（14名参加） 
    （収 入）  300千円（受取寄附金） 
    （支 出）  148千円（講師交通費ほか経費） 
 

（内 容）  講演会の開催 
       メッターフレンズミーティング 助成金のゆくえ 

    （実施場所） 太融寺（大阪市） 
    （実施日時） 令和元年11月30日 
    （事業の対象者）一般（8名参加） 
    （収 入）  273千円（受取寄附金） 
    （支 出）  167千円（講師交通費ほか経費） 
   
 
 
 ２ その他の事業 

 無し 
 
 
 



 

 

 
 
Ⅳ 社員総会の開催状況 
 
 第1回通常総会  

 日時：平成31年4月15日18：30-19：00 

 会場：太融寺 本坊（大阪市） 

社員総数：12名 

出席社員：12名（うち委任状出席者4名） 

議題：第一期 事業報告書（案）収支決算報告（案）の承認 

第二期 事業計画書（案）、収支予算書（案）の承認  

結果：議論の結果、全員一致で承認 
 
 
 
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 
 
 第１回理事会  

 日時：平成31年4月15日18：00-18：30 

 会場：太融寺 本坊（大阪市） 

理事総数：4名 

出席理事：4名（うち委任状出席者0名） 

議題：第一期 事業報告書（案）収支決算報告（案）の承認 

第二期 事業計画書（案）、収支予算書（案）の承認  

結果：議論の結果、全員一致で承認 

  

 

第２回理事会  

 日時：平成31年4月15日19：00-19：50 

 会場：太融寺 本坊（大阪市） 

理事総数：4名 

出席理事：4名（うち委任状出席者0名） 

議題：第二期 助成公募方法の検討 

 第二期 助成先審査と決定  

結果：議論の結果、全員一致で承認 

 

第３回理事会  

 日時：令和元年11月30日17：00-18：00 

 会場：太融寺 本坊（大阪市） 

理事総数：4名 

出席理事：4名（うち委任状出席者0名） 

議題：第二期 助成先審査と決定  

結果：議論の結果、全員一致で承認 

 

以上 



法人名： NPO法人メッターフレンズ

活動計算書
平成31　年　3　月　1　日　から　令和２　年　2　月　29　日　まで

(単位：円)

科　　目 金　　額

 I  経常収益

1. 受取会費

正会員受取会費 36,000

賛助会員受取会費 192,000 228,000

2. 受取寄附金

受取寄附金 5,973,550 5,973,550

3. その他収益

受取利息 29 29

　　経常収益計 6,201,579

 II  経常費用

1. 事業費

（1）人件費

人件費計 0

（2）その他経費

旅費交通費 182,385

通信運搬費 5,745

支払手数料 130,553

支払助成金 5,000,000

その他経費計 5,318,683

事業費計 5,318,683

2. 管理費

（1）人件費

人件費計 0

（2）その他経費

通信運搬費 36,311

消耗品費 10,729

租税公課 3

支払手数料 113,664

その他経費計 160,707

管理費計 160,707

　　経常費用計 5,479,390

当期正味財産増減額 722,189

前期繰越正味財産額 1,469,675

 　　 次期繰越正味財産額 2,191,864



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



法人名： NPO法人メッターフレンズ

貸借対照表
令和２　年　2　月　29　日　現在

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金 2,191,864

流動資産合計 2,191,864

2. 固定資産

固定資産合計 0

資産合計 2,191,864

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

流動負債合計 0

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 1,469,675

当期正味財産増減額 722,189

正味財産合計 2,191,864

負債及び正味財産合計 2,191,864



法人名： NPO法人メッターフレンズ

財産目録
令和２　年　2　月　29　日　現在

(単位：円)

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

現金預金

大阪シティ信金 1,299,233

ゆうちょ（総合） 892,631

流動資産合計 2,191,864

2. 固定資産

固定資産合計 0

資産合計 2,191,864

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

流動負債合計 0

2. 固定負債

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産 2,191,864


