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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、（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）、（３）「パフォーマ
ンスキッズ・トーキョー」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2050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73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」等で、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35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。豊島区内「区民ひろば」2か所への出張ワークショップも開催した。 
（３）では、都内、12校の公立小中学校・特別支援学校、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。都内の小学1年生～高校2年生約
910人が参加し、一般観客約6230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174日間 

巣鴨小学校 

ほか 

計73校・園 

延べ 

約 

300人 

小中学生、 

保育園児等 

約2050人 

 

52,816 

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 

 4～3月まで 

断続的に 

のべ54日間 

豊島区 

ぞうしがや 
こどもステー
ションほか 

延べ 

約 

150人 

乳幼児～ 

小学生、 

親、家族他 

約1930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196日間 

 
烏山小学校
ほか 
計 
22校・施設 

 
延べ 
約 
300人 

 
小中学生、 
一般等 
約7140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 922,016 922,016
   2. 受取助成金等
      受取助成金 1,568,936
      受取負担金 46,150,000 47,718,936
   3. 事業収益
      事業収益 18,390,060 18,390,060
   4. その他収益
      受取利息 112
      雑収益 1,058,604 1,058,716
    経常収益計 68,089,728

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 16,265,300
        退職給付費用 280,000
        通勤費 989,443
        人件費計 17,534,743
    (2) その他経費
        諸謝金 18,621,500
        印刷製本費 1,258,128
        会議費 645,095
        旅費交通費 2,037,441
        通信費 319,634
        消耗品費 377,108
        音楽費 168,200
        運搬費 682,466
        保険料 149,100
        租税公課 5,760
        研修費 12,000
        宣伝費 1,736,783
        支払手数料 159,692
        記録費 370,935
        舞台費 749,450
        舞台制作運営費 248,351
        文芸費 7,739,520
        その他経費計 35,281,163
      事業費計 52,815,906
   2. 管理費
    (1) 人件費
        役員報酬 5,400,000
        給料手当 3,570,000
        法定福利費 187,328
        通勤費 372,356
        福利厚生費 32,050
        人件費計 9,561,734
    (2) その他経費
        印刷製本費 227,857
        会議費 20,667
        旅費交通費 176,865
        通信運搬費 457,685
        消耗品費 465,646
        業務委託費 313,200
        諸謝金 660,960
        図書新聞費 46,260
        保険料 76,800
        諸会費 15,000
        租税公課 628,950
        支払手数料 21,060
        支払利息 27,194
        研修費 6,000
        賃借料 114,528
        雑費 24,430

活動計算書

平成 30年  4月  1日 から平成 31年  3月 31日 まで

金　　　　額



        その他経費計 3,283,102
      管理費計 12,844,836
    経常費用計 65,660,742
      当期経常増減額 2,428,986

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 2,428,986
      法人税、住民税及び事業税 96,117
      当期正味財産増減額 2,332,869
      前期繰越正味財産額 9,237,188
      次期繰越正味財産額 11,570,057



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち

財産目録
　 平成31 日現在 　

流動資産
現金預金 (7,969,248)

(単位：円)

科　　目　 金　　額

Ⅰ 資産の部

豊島区教育指導課 1,620,000

前払金 (514,841)

みずほ銀行渋谷中央支店 7,969,248
未収金 (4,248,600)

豊島区文化デザイン課 2,073,600

株式会社読売新聞大阪本社
東京藝術大学

500,000
55,000

流動資産合計 12,732,689
固定資産

従業員　通勤費 504,149
サイボウズ株式会社 10,692

（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

未払金 (168,026)

資産合計 12,732,689
Ⅱ 負債の部

ヤマト運輸 株式会社 48,682
従業員 30,948
シャープ 株式会社 28,275

流動負債

未払法人税等 (96,100)
前受金 (218,000)

アスクル 株式会社 18,943

その他 30,678
未払消費税等 (319,200)

豊島新聞社 10,500

報酬　源泉所得税 271,081
住民税 51,200

公益財団法人東京都福祉保健財団 218,000
預り金 (361,306)

固定負債
固定負債合計 0

給与・賞与　源泉所得税 39,025
流動負債合計 1,162,632

負債合計 1,162,632
正味財産 11,570,057



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 7,969,248
      未収金 4,248,600
      前払金 514,841
      流動資産合計 12,732,689
   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 12,732,689

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 168,026
      未払消費税等 319,200
      未払法人税等 96,100
      前受金 218,000
      預り金 361,306
      流動負債合計 1,162,632
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 1,162,632

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 9,237,188
      当期正味財産増減額 2,332,869
    正味財産合計 11,570,057
    負債及び正味財産合計 12,732,689

貸借対照表

平成 31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


