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自平成22年４月　１日

至平成23年３月３１日

収　　　　入 支　　　　出

科　　目 金　　額(単位：円） 科　　目 金　　　額(単位：円）

事業費

会費収入 195,000 参加費 10,000

補助金収入 5,000 常駐費 96,000

委託事業（講師派遣） 600,000 講師料 300,000

実務研修事業 6,236,368 外注費 4,029,992

受講料 24,000 PC関係費 109,189

緊急人材支援事業収入 2,300,000 助成金事業関連支出金 886,903

雑収入 60,475 事務消耗費 323,314

寄付金 216,128 公租公課 5,200

受取利息 269 通信費 175,293

水道光熱費 122,203

交通費 736,825

助成金収入 760,000 厚生費 85,843

サーバー管理費 97,904

振込手数料 2,115

保守費 87,465

消耗備品費 26,232

管理費 9 930
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22年度収支計算書

管理費 9,930

宿泊費 5,360

会議費 163,240

寄付金 12,000

雑費 28,240

負担金 29,000

利用料 111,600

図書費 9,490

広告宣伝費 112,000

交際費 12,017

緊急人材支援事業支出金 1,406,594

小計 8,993,949

保険料 20,200

家賃 420,000

通信費 156128

支払手数料 180,000

事務費 146,000

小計 922,328

当期収支差額 480,963

当期収入合計 10,397,240 当期支出合計 10,397,240
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                        （単位：円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 
Ⅰ 資産の部 
１．流動資産 

現    金 
普通預金 
通常貯金 
敷  金 
未 収 金 

 
 

 
 

176,221 

1,767,380 

32,700 

    360,000 

 169,748 

 
 
 
 
 
 
 
2,506,049

Ⅱ 負債の部 
1,流動負債 

借入金 
 
 
 
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期財産増加額 

 
 

1,000,000 
1,000,000流動負債合計 

 
負債の部合計 

 
1,025,086 

480,963 

1,000,000

流動資産合計

資産の部合計 
 

2,506,049

正味財産の部合計 1,506049

合 計 2,506,049 合 計 2,506,049

 



22年度会計財産目録

科 目・摘 要 (単位：円）

Ⅰ資産の部

 １流動資産

  現　　　金 176,221

  普通預金

　　愛媛銀行中央通支店 290,057

    伊予銀行問屋町支店 1,267,578

    伊予銀行城北支店 209,745

    松山御幸町郵便局 32,700

　未　収　金 169,748

　敷　　　金 360,000

流動資産合計 2,506,049

資産合計 2,506,049

Ⅱ負債の部

　借　入　金 1,000,000

  流動負債合計 1,000,000

負債合計 1,000,000

Ⅲ正味財産の部

　当期正味財産増加額 480,963

  前期繰越正味財産 1,025,086

　　　平成23年３月３１日現在

 正味財産合計 1,506,049
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収入 支出

科目 金額 科目 金額

事業(営業)収入 11,000,000 支援員給与 9,000,000

事業(支援費)収入 15,576,000 売上歩合給 1,000,000

借入金 1,500,000 従業員(利用者)給料 6,864,000

賞与 1,000,000

外注費 1,000,000

原材料費 800,000

教育訓練・会費 500,000

旅費 500,000

借入金返済・利息 100,000

家賃 2,400,000

光熱 240,000

通信 240,000

消耗品 200,000

PC管理費(サーバー・ドメイン) 44,000

備品 1,000,000

建物改装費 2,200,000

会費 240,000 会員管理費 120,000

寄付金 500,000 交際費 120,000

事務所管理費 360,000

福利厚生 600,000

 予備費 528,000

28,816,000 28,816,000

平成２３年度予算
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平成２２年度 特定非営利活動法人ぶうしすてむ事業報告書 

 

１．研修事業 

①定期勉強会など 

情報通信月間行事「ホームページ作成研修」の講習会 

Spread（セキュリティ対策推進協議会） 情報セキュリティーサポーター育成講習会 

八幡浜くじらにて、 ＰＣ分解講座 

 

②就労向け実務研修 

年賀寄附金助成事業 今治CAD講習会 

年賀寄附金助成事業 宇和島パソコン講習会・CAD講習会 

年賀寄附金助成事業 在宅重度障害者への研修 

赤い羽根共同募金 建物模型製作講習会・CAD講習会 

八幡浜パソコン講習会 

SPREAD 情報セキュリティー講師養成講座 

 

２．講師派遣事業 

「道後ゆう」 画像処理・ＶＢ・ＣＡＤ・他の講習会に講師２名を派遣 

愛媛県立松山高等技術専門校で発達障害者向け講習会に講師２名を派遣 

愛媛文化健康センター「楽しいパソコンライフ」講座に講師を派遣 

 

３．パソコンボランティア活動事業 

パソコン何でも相談会を毎月第１土曜日に松井建設南支店の体感工房Ｍスタジオにて開催 

発達障害者 あいゆうスチューデントクラブ ＰＣ再生事業 イーパーツと協同事業 

〃         〃            毎月１回のペースでパソコン講習会 

 

４．広報事業および他団体との交流事業 

全国アビリンピック ワークフェア出展 横浜アリーナ 

障害者お仕事情報ステーション参加 

子ども療育センター ボランティアによる入所児童へのパソコン教室 

愛媛県視聴覚センター祭り ブース展示 

ボランティアガイダンス 参加  

若草福祉センター祭り ブース展示 

ＮＰＯ市民フォーラム 

NPO法人ユニバーサルクリエイト 記念式 

NPO法人どんまい 夕涼み会 

会員向けの「ぶうしすてむ通信 コスモス」を発行 

 

５．企業化 合同会社 ぶう工房 

・他企業との福祉機器の開発 多機能ステッキ研究会 

 

 

 



６．就労支援事業 

就労継続支援事業Ａ型 ＮＰＯ法人「ころころ」の小規模多機能型事業所に就労継続Ａ型として参加 

 

 

イ）受託事業 

受託事業 緊急人材育成支援事業 基金訓練実践演習コース 

 

ロ）その他の活動 

障がい者の就労について各地の取り組みに参加しました。 

新居浜講演会「目指そう 働きやすいまちづくり」参加   

 道後就労･生活支援センター ネットワーク会議 参加   

 吉田町手をつなぐ育英会 「私の夢ってなんやろ」参加 

 

７．会員交流親睦事業 

法人設立１０周年記念パーティー ホテルＪＡＬシティ松山 

忘年会 



 
 

平成２３年度 特定非営利活動法人ぶうしすてむ事業計画書 
 
設立の主旨は障害者にパソコンを使った活動と働く事と支援する事業です、 
今年度は、就労継続支援Ａ型事業所を法人の直営で運営し、継続発展するための事業

展開を図ります。ボランティアの活動については支援機器やそのノウハウを生かせる人
材の育成を図ります。これらの活動を多くの人や団体と共に協働して発展させ、また知
ってもらう為のイベントの開催や参加、そして広報に力を入れたい。 
 
 
１．就労継続支援Ａ型事業の開始と展開 
 利用者のレベルアップを図り自活できる給料を目指す。 
 
２．研修事業 
  就労継続支援Ａ型事業関係 

従業員(支援員)の福祉関係の研修 
利用者の技能レベルアップ研修 

県下各地域での研修事業 
初心者講習会 
ＣＡＤ、冊子・製本、インターネット関係など仕事に特化した研修の開催など 

在宅重度障害者への支援 
     リモートコントロールと eラーニングを利用して実施 
 

３．他団体や企業との共同事業の推進 
   研修や事業の共同開催 
   公益ショッピングモール事業 

 
４．障害者に対するパソコン支援 

パソコンボランティアの育成と派遣 
入力支援機器の調査研究、適切な支援機器をアドバイスできるスタッフの育成。 

 
５．広報事業 

会報「コスモス」を季節ごとに発行する。 
各種行政、各種団体の実施するイベントに参加する。 
メーリングリストによる情報交換等を活発に行う。 
チラシ・ポスター・冊子の作成と配布。 
ホームページで活動報告やイベント告知などを行う。 
 

６．会員交流事業 
会員の親睦のため交流会などを開催する。 
 

７．その他、本法人の目的を達成するために必要な事業 
松山市内事務所の設置 
障害者施設や同じ目的で活動している団体との共同事業 

 


