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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」等（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）、公立特別支援学校、公立幼稚園、公私立保育
園、児童養護施設、障害児入所施設、ファミリーホーム、子供食堂等で実施、その受益対象者（小中学生、
未就学児、高校生等）は当年度約2,728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80か所。芸術家は、音楽、美術、ダンス、演劇など各分野のプロ（計39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」及び豊島区
区民ひろばで、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12人/組）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」10か所（ほか2か所が計画するもコロナで中
止）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、3つの文化施設（ほか2つが計画するもコロナで中止）、2校の島し
ょ部小学校、及び、2つの障害児入所施設で、ダンス・演劇・音楽分野のアーティスト（計17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
学生～高校生約760人が参加し、一般観客約2077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 
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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 

7～3月まで 

断続的に 

のべ233日間 

朋有小学校 

ほか 

計80校・園 

延べ 

約 

300人 

小中学生、 

保育園児等 
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61,811 

ぞうしがや  こ
どもステーショ
ン等 

（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41日間 

豊島区 
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こどもステー
ションほか 

延べ 

約 

150人 

乳幼児～ 

小学生、 
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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 

 
7～3月まで 
断続的に 
のべ158日間 

 
東雲小学校
ほか 
計 
19校・施設 

 
延べ 
約 
300人 

 
小中学生、 
一般等 
約2837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 1,678,502 1,678,502
   2. 受取助成金等
      受取助成金 13,634,870
      受取負担金 45,162,488 58,797,358
   3. 事業収益
      事業収益 22,123,874 22,123,874
   4. その他収益
      受取利息 172
      雑収益 17 189
    経常収益計 82,599,923

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 17,962,000
        法定福利費 2,675,881
        退職給付費用 360,000
        通勤費 802,135
        人件費計 21,800,016
    (2) その他経費
        諸謝金 22,636,720
        印刷製本費 1,335,524
        会議費 203,535
        旅費交通費 2,070,422
        通信費 263,612
        消耗品費 953,425
        音楽費 86,500
        賃借料 148,941
        運搬費 687,808
        保険料 177,720
        租税公課 24,000
        宣伝費 1,131,361
        支払手数料 209,810
        記録費 672,713
        舞台費 915,634
        舞台制作運営費 1,024,088
        文芸費 7,455,792
        図書新聞費 13,607
        その他経費計 40,011,212
      事業費計 61,811,228

活動計算書

令和  2年  4月  1日 から令和  3年  3月 31日 まで

金　　　　額



   2. 管理費
    (1) 人件費
        役員報酬 5,700,000
        給料手当 2,411,000
        法定福利費 1,323,725
        通勤費 368,208
        福利厚生費 4,428
        人件費計 9,807,361
    (2) その他経費
        印刷製本費 316,990
        会議費 9,246
        旅費交通費 120,000
        通信運搬費 406,534
        消耗品費 1,532,903
        業務委託費 5,500
        諸謝金 743,200
        図書新聞費 33,000
        減価償却費 45,686
        保険料 6,400
        諸会費 15,000
        租税公課 988,250
        支払手数料 41,922
        研修費 2,000
        賃借料 65,230
        雑費 505
        その他経費計 4,332,366
      管理費計 14,139,727
    経常費用計 75,950,955
      当期経常増減額 6,648,968

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 6,648,968
      法人税、住民税及び事業税 703,425
      当期正味財産増減額 5,945,543
      前期繰越正味財産額 10,149,445

      次期繰越正味財産額 16,094,988



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 18,220,975
      未収金 3,598,133
      前払金 475,013
      流動資産合計 22,294,121
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        什器備品 502,554
        有形固定資産計 502,554
    (2) 無形固定資産
        無形固定資産計 0
    (3) 投資その他の資産
        長期前払費用 51,068
        投資その他の資産計 51,068
      固定資産合計 553,622

    資産合計 22,847,743

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 1,881,354
      未払消費税等 526,700
      未払法人税等 703,400
      前受金 2,804,500
      預り金 836,801
      流動負債合計 6,752,755
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 6,752,755

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 10,149,445
      当期正味財産増減額 5,945,543
    正味財産合計 16,094,988

    負債及び正味財産合計 22,847,743

貸借対照表

令和  3年  3月 31日 現在

金　　　　額



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

ゆうちょ銀行 23,236

さくらインターネット株式会社 5,568

トレンドマイクロ株式会社 51,068

公益財団法人ベネッセこども基金

負債合計 6,752,755
正味財産 16,094,988

固定負債

巣鴨信用金庫 269,925

スターティア株式会社

固定負債合計 0

流動負債合計 6,752,755

報酬　源泉所得税 716,106
住民税 84,800
給与・賞与　源泉所得税 35,895

預り金 (836,801)
公益財団法人日本ﾌｨﾗﾝｿﾛﾋﾟｯｸ財団

1,904,500
900,000

未払消費税等 (526,700)
未払法人税等 (703,400)
前受金 (2,804,500)

アスクル 株式会社 34,021

NTTファイナンス株式会社 11,251
その他 80,940

従業員　交通費 17,171

日本年金機構年金事務所 290,052

ヤマト運輸 株式会社 79,643
スターティア株式会社 41,861

流動負債

公益財団法人東京都歴史文化財団 1,239,145

文化庁 87,270

未払金 (1,881,354)

資産合計 22,847,743
Ⅱ 負債の部

（3）投資その他の資産 51,068

固定資産合計 553,622

（1）有形固定資産 502,554

（2）無形固定資産 0
502,554

流動資産合計 22,294,121
固定資産

前払金 (475,013)
従業員　通勤費 408,945
株式会社ベンチマークジャパン 60,500

豊島区教育指導課 1,650,000
豊島区文化デザイン課 47,333

みずほ銀行渋谷中央支店 17,927,814

未収金 (3,598,133)
豊島区子ども家庭部保育課 1,900,800

現金預金 (18,220,975)

(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
　 令和3 日現在 　

流動資産



1.

2.

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

0 2,359,870 2,356,717 3,153

合　　計 0 2,359,870 2,356,717 3,153

3．

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

0 548,240 548,240 △ 45,686 502,554

0 548,240 0 548,240 △ 45,686 502,554

重要な会計方針

使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は16,094,988円ですが、そのうち3,153円は
休眠預金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は16,091,835円です。

(単位：円)
内　　容 備　　　考

ア 休眠預金活用事業

　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(1) 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。

特定非営利活動法人　芸術家と子どもたち

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。

(2) 消費税等の会計処理

　財務諸表の注記　

固定資産の増減内訳

(単位：円)
科　　目

合　　計

有形固定資産

　什器備品

1


