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特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち 

 
 
 １ 事業の成果 
 
 前年度から継続して、（１）「芸術家と小学生プロジェクト」（略称エイジアス・ASIAS=Artist’s Studio 
In A School）と（３）「パフォーマンスキッズ・トーキョー」、当該年度からの新規事業として、（２）「ぞ
うしがや こどもステーション」（地域親子向けプログラム）の3つの事業を実施した。 
（１）では、対象を公立小中学校（特別支援学級を含む）、公立幼稚園、公私立保育園、児童養護施設等で
実施、その受益対象者（小中学生、園児等）は当年度約2460人に達した。実施校・園等は豊島区立小学校・
保育園のほか都内を中心に77か所。芸術家は、音楽、美術、ダンス、演劇など各分野のプロ（計44人/組）
に参加協力を依頼し、個性的で実り多い授業・ワークショップが実現した。 
（２）では、豊島区の千登世橋教育文化センター内にある「ぞうしがや こどもステーション」で、ダン
ス、演劇、音楽、絵本など各分野のプロのアーティスト（計27人）に協力を依頼し、土日休日などに親子・
家族向けにワークショップや演劇公演等を実施。親子、家族、参加者同士がアートを通じて触れ合う場を創
出した。 
（３）では、都内、12校の公立小中学校、5つの文化施設、2校の島しょ部小中学校、及び、3つの児童養護
施設で、ダンス・演劇・音楽分野のアーティスト（計18人/組）に協力を依頼しワークショップを実施し、
子どもたちが主役のオリジナルの舞台作品を創作、発表した。都内の年中幼児～高校2年生約1030人が参加
し、一般観客約5990名が鑑賞。舞台創作へ向かう一連の活動の中で、子どもたちの身体によるプレゼンテー
ション能力、自主性や創造性、コミュニケーション能力の向上がみられた。 
 
 
 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 
 
  （１）特定非営利活動に係る事業 

 

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 

事業費の 

金額 
（千円） 

 

 
芸術家と小学生 

プロジェクト 

（ASIAS） 

小学校等における 

芸術家による授業 

実施他 

4～3月まで 

断続的に 

のべ219日間 

池袋小学校 

ほか 

計77校・園 

延べ 

約 

300人 

小中学生、 

保育園児等 

約2460人 

 

57,073 

ぞうしがや  こ
どもステーショ
ン 

（地域親子向け 

プログラム） 

 芸術家による、 

親子のための 

ワークショップ他 

 6～3月まで 

断続的に 

のべ49日間 

豊島区 

ぞうしがや 
こどもステー
ション 

延べ 

約 

150人 

乳幼児～ 

小学生、 

親、家族他 

約1270人 

 
パフォーマンス 
キッズ・トー 
キョー 

 
芸術家と子どもに 
よるワークショップ 
を通じた舞台作品 
等の創作、発表 

 
5～3月まで 
断続的に 
のべ216日間 

 
隅田小学校
ほか 
計 
22校・施設 

 
延べ 
約 
300人 

 
小中学生、 
一般等 
約7020人 

 
 



特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち
（単位：円）

科　　　　目
Ⅰ  経常収益
   1. 受取寄附金
      受取寄附金 890,880 890,880
   2. 受取助成金等
      受取助成金 4,412,612
      受取負担金 46,300,000 50,712,612
   3. 事業収益
      事業収益 18,536,570 18,536,570
   4. その他収益
      受取利息 102 102
    経常収益計 70,140,164

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 17,780,000
        臨時雇賃金 15,000
        通勤費 922,416
        福利厚生費 60,000
        人件費計 18,777,416
    (2) その他経費
        諸謝金 21,060,700
        印刷製本費 1,988,674
        会議費 641,568
        旅費交通費 1,541,390
        通信費 229,230
        消耗品費 393,389
        音楽費 50,410
        運搬費 825,843
        保険料 148,600
        租税公課 12,800
        宣伝費 1,532,558
        支払手数料 174,042
        記録費 309,972
        舞台費 1,899,055
        舞台制作運営費 154,472
        文芸費 7,330,400
        雑費 2,900
        その他経費計 38,296,003
      事業費計 57,073,419
   2. 管理費
    (1) 人件費
        役員報酬 5,240,000
        給料手当 3,110,000
        法定福利費 238,684
        通勤費 304,350
        福利厚生費 40,840
        人件費計 8,933,874
    (2) その他経費
        印刷製本費 258,492
        会議費 8,493
        旅費交通費 279,546
        通信運搬費 351,207
        消耗品費 320,220
        業務委託費 2,160
        諸謝金 660,960
        図書新聞費 48,530
        保険料 76,800
        諸会費 15,000
        租税公課 612,300
        支払手数料 15,120
        研修費 23,600
        賃借料 132,480
        雑費 4,266
        その他経費計 2,809,174
      管理費計 11,743,048
    経常費用計 68,816,467
      当期経常増減額 1,323,697

Ⅲ  経常外収益
    経常外収益計 0

Ⅳ  経常外費用
    経常外費用計 0
      税引前当期正味財産増減額 1,323,697
      法人税、住民税及び事業税 70,000
      当期正味財産増減額 1,253,697
      前期繰越正味財産額 7,983,491
      次期繰越正味財産額 9,237,188

活動計算書

平成 29年  4月  1日 から平成 30年  3月 31日 まで

金　　　　額



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

負債合計 1,440,400
正味財産 9,237,188

固定負債
固定負債合計 0

給与・賞与　源泉所得税 42,595
流動負債合計 1,440,400

報酬　源泉所得税 210,818
住民税 83,300

草の根市民基金・ぐらん事務局 500,000
公益信託ｱｼﾞｱ・ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾄﾗｽﾄ 195,388

預り金 (336,713)

未払法人税等 (70,000)
前受金 (695,388)

従業員 13,320
その他 41,308

未払消費税等 (190,200)

アスクル 株式会社 39,330
シャープ 株式会社 28,704
ヤマト運輸 株式会社 25,437

流動負債
未払金 (148,099)

資産合計 10,677,588
Ⅱ 負債の部

（3）投資その他の資産 0
固定資産合計 0

（1）有形固定資産 0
（2）無形固定資産 0

流動資産合計 10,677,588
固定資産

従業員　通勤費 274,340
株式会社グラフィック 23,390
NPO法人 ｱｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 1,600

豊島区教育指導課 1,620,000
未収還付法人税等 (15)
前払金 (299,330)

みずほ銀行渋谷中央支店 6,684,643
未収金 (3,693,600)

豊島区文化デザイン課 2,073,600

現金預金 (6,684,643)

(単位：円)

科　　目　 金　　額

Ⅰ 資産の部

特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち

財産目録
　 平成30 日現在 　

流動資産



特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち
（単位：円）

科　　　　目
Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金 6,684,643
      未収金 3,693,600
      未収還付法人税等 15
      前払金 299,330
      流動資産合計 10,677,588
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        有形固定資産計 0
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        投資その他の資産計 0
      固定資産合計 0
    資産合計 10,677,588

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 148,099
      未払消費税等 190,200
      未払法人税等 70,000
      前受金 695,388
      預り金 336,713
      流動負債合計 1,440,400
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 1,440,400

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 7,983,491
      当期正味財産増減額 1,253,697
    正味財産合計 9,237,188
    負債及び正味財産合計 10,677,588

貸借対照表

平成 30年  3月 31日 現在

金　　　　額



(1) 消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち

　財務諸表の注記　

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。

１．重要な会計方針

1


