
特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金　

１　事業の成果

○事業概要

引き続き、入会及び寄付の呼びかけを行い組織基盤の強化に努めた。

奨学金支給事業については、期初の奨学生が45名、2019年3月の卒業生が24名、2019年3月末の奨学生は21名となった。

2019年度の新規採用は、震災被災者を含む一般枠で15名、田村枠若干名、青木枠1名、新設の分林枠5名を定員として募集し、

全体で41名の応募があり、最終的に、一般枠21名、田村枠2名、青木枠1名、分林枠5名の合計29名を採用した。

あわせて、3月に卒業し、浪人した高校生について、厳しい生活状況に鑑み、1年間の追加支援を決定した。

これにより、2019年9月の年度末で支援中の奨学生は、合計51名となった。 ・

なお、2010年度以降、助成金プログラムは実施せず、奨学金プログラムに事業を集中することとしている。

○事業経過

2019年 4月23日 奨学金プログラムの募集を開始（5/20に応募登録〆切）

2019年 7月22日 理事会にて奨学生の選考を実施

2019年 8月19日 新規採用の奨学生への奨学金支給を開始

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

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

受益対象者の
範囲及び人数

奨学金支出 17,820,000円

助成関係費 1,125,000円

(2) 普及・広報事業

助成金・奨学金プログラ
ムについてのパンフレッ
ト作成およびホームペー
ジの運営

2018/10/1～
2019/9/30

不特定 不特定 不特定
普及・広報
事業費

今年度支出なし

（２）その他の事業 今期は実施せず

以　上

新規応募者41名、
新規支給先29名
（いずれも高校生

・高専生）
昨年度からの奨学生22名

（　2018年10月 1日から2019年 9月30日まで　）

第12期　事業報告書

支出額

(1)-(3)
共通で
１名
(外部

　委託）

(1) 青少年等への奨学
金給付事業

高校生等への奨学金支給
2018/10/1～
2019/9/30

国内の高
校生・高
専生等を
対象

国内の高
校生・高
専生一般

 



特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金　

I　資産の部

１　流動資産 現金 20,093
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 16,119,592

　四谷支店 口座番号1311347

郵便振替 (奨学金返済受け入れ用) 267,584
　記号番号 00150-5-451252

仮払金 楽天銀行(奨学金振込用) 57
　オペラ支店 口座番号4390508 

未収入金 会費･寄付口座振替分 966,000
会費年度末請求分 600,000

流動資産合計 17,973,326

２　固定資産 貸付金 奨学金貸付 67,420,000
固定資産合計 67,420,000

資産合計 85,393,326
Ⅱ　負債の部

１　流動負債 未払金 未払い奨学金 0
業務委託費等 1,128,754
  CSRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株) 業務委託費　　 　1,036,334

  事務局交通費･通信費等　　　　　　　　92,420

流動負債合計 1,128,754

２　固定負債 なし

固定負債合計 0
負債合計 1,128,754

Ⅲ　正味財産の部

前期正味財産 75,301,067
当期正味財産増減額 8,963,505

正味財産合計 84,264,572
正味財産及び負債の合計 85,393,326

第12期 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

科　目 　　　　　金　額　（単位：円）

2019年9月30日現在



特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金　

I　資産の部

１　流動資産

資産の部 現金 20,093
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 16,119,592

　四谷支店 口座番号1311347

郵便振替 (奨学金返済受け入れ用) 267,584
　記号番号 00150-5-451252

仮払金 楽天銀行(奨学金振込用)

　オペラ支店 口座番号4390508 ※ 57

未収入金 会費･寄付口座振替分 966,000
会費年度末請求分 600,000

流動資産合計 17,973,326

２　固定資産 貸付金 奨学金貸付 67,420,000
固定資産合計 67,420,000

資産合計 85,393,326
Ⅱ　負債の部

１　流動負債 未払奨学金 0
未払金 業務委託費等 1,128,754

  CSRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株) 業務委託費　　 　1,036,334

  事務局交通費･通信費等　　　　　　　　92,420

流動資産合計 1,128,754

２　固定負債 なし 0
固定負債合計 0

負債合計 1,128,754
Ⅲ　正味財産の部

正味財産 84,264,572
正味財産合計 84,264,572

正味財産及び負債の合計 85,393,326

※　奨学金振込につき、振込手数料の安い個人向けネットバンキングを利用するため、事務局の個人名義で口座を開設したもの。

第12期 特定非営利活動に係る事業 財産目録

科　目 　　　　　　金　額　（単位：円）

2019年9月30日現在



特定非営利活動法人ＪＢＣ・ＣＳＲ基金

Ⅰ　経常収益の部

１　受取会費

正会員会費 1,592,000

２　受取寄付金

寄付（除く日本ビジネス協会） 23,346,582
寄付（日本ビジネス協会） 4,872,290

　　　内　奨学金充当分　　　2,969,708

　　　内　運営経費充当分　　1,902,582

会費・寄付小計 29,810,872

３　その他収入

利息収入 215
その他収入小計 215

　　 経常収益合計 29,811,087

Ⅱ　経常費用の部

１　事業費

(1)　奨学金給付　事業費 17,820,000
(2)　市民活動助成　事業費 0
(3)　助成関係費 1,125,000
(3)　普及・広報事業費 0

事業費小計 18,945,000
２　管理費

役員報酬 0
事務局業務委託費 1,036,334
事務局パート人件費 470,465
備品購入費 23,544
支払手数料 134,882
消耗品費 26,008
通信運搬費 146,397
旅費交通費 37,970
印刷費 26,182
租税公課 800

管理費小計 1,902,582

経常費用合計 20,847,582
経常収支差額 8,963,505

当期正味財産増減額 8,963,505
前期繰越正味財産額 75,301,067
次期繰越正味財産額 84,264,572

第12期　特定非営利活動に係る事業　活動計算書

　　2018年10月 1日から　2019年9月30日まで

（経常収支の部）

科 目                  金       額    （単位：円）



特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金　

I　収入の部

事業収入 0
当期収入合計 0

Ⅱ　支出の部

　　１　事業費

事業費 0
事業費合計 0

　　２　管理費
管理費合計 0

管理費合計 0

当期支出合計 0
当期収支差額 0

次期繰越収支差額 0

特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金　

I　資産の部

資産 なし 0
資産合計 0

Ⅱ　負債の部

負債 なし 0
負債合計 0

Ⅲ　正味財産の部

正味財産 0
正味財産及び負債の合計 0

特定非営利活動法人 ＪＢＣ・ＣＳＲ基金　

I　資産の部

資産 なし 0
資産合計 0

Ⅱ　負債の部

負債 なし 0
負債合計 0

Ⅲ　正味財産の部

前記繰越正味財産 0
当期正味財産増減額 0

正味財産合計 0
正味財産及び負債の合計 0

第12期 その他の事業 活動計算書
2018年10月 1日から2019年9月30日まで

科　目 　　　　　　　金　額　　（単位：円）

科　目 　　　　　　　金　額　　（単位：円）

第12期 その他の事業 財産目録
2019年9月30日現在

科　目 　　　　　　　金　額　　（単位：円）

第12期 その他の事業 貸借対照表
2019年9月30日現在


