
平成 29 年度事業報告書 

平成 29 年4月1日〜30 年3月31日 

特定非営利活動法人 オぺレーション・ブレッシング・ジャパン 

1 事業の成果 

東日本大震災から丸7年を迎え、引き続き東北の被災地で復興支援活動
を行っております。昨年度に引き続き、主に原発事故の影響で精神的な
支援のニーズが続いている福島県において、南相馬市を中心に、コ
ミュニティサポート事業に取り組み、子ども向けの放課後学童プログラ
ム（アートせラピー）「あとりえほーぷ」と、大人向けの手芸活動を
南相馬市内の集会場などで実施しました。さらに、南相馬のジャスモール
ショッピングセンターに１１坪ほどのスペース店舗の入居者となり、サテ
ライトオフィス兼活動拠点として設置し活動スペースとして確保すること
により住民のニーズを把握できるようになりました。夏には、南相馬の子
どもたちを対象に、外で思う存分に遊べるように、宮城蔵王でのキャ
ンプを２回実施しました。さらに、SAP ジャパンの支援の元、福島 
県南相馬市小高産業技術高等学校においてERPsimビジネスソフトの
コンピューターシュミレーションゲームを用い、高校生の将来に対す
る夢と希望を育むために実施しました。また、子ども向けIT関連事業とし
ても、SAPジャパンの協力を得てロボットプログラミング教室も実
施いたしました。  
南相馬コミュニティサポート事業の一環として昨年度に新しい希望に満ち
た歌声を地元から発するために住民の方で結成されたゴスペルクワ
イヤー「ライズアップ」の活動を、スタッフの指導により月２回の
レッスンを継続しています。地元の祭り等で数回の公演や毎年１１月に仙
台で開催された仙台ゴスペルフェスティバルにも招待され、希望
に満ちた晴れ晴れとした歌声が被災地から湧き上がりました。 12月に 
は南相馬市の市民文化会館で実施した家族のためのファミリークリスマス
コンサートの中でゴスペルグループなどとも公演し、未だ厳しい状況で
日々暮らす多くの市民の皆様に喜んでいただきました。 
 

 
 
　昨年の4月から災害支援活動として始まった熊本・大分地震支援活動は、今
年度も地元のキリスト教会から形成される九州キリスト災害支援センターと連携
し、現地雇用の継続により、瓦礫撤去、後片付け、引越し作業、コミュニティサ



ポートプログラムなどを実施していき、大きな成果をあげました。また、７月に発生
した九州北部豪雨の際に、当団体から1名のスタッフを日田市に派遣し、地元の
協力団体と連携して、泥出しの作業のワークリーダーとして３ヶ月活躍し、大きな
成果を上げました。 
 
昨年度まで東北で行っていたPTG（心的外傷後成長）セミナーを、熊本と東京で
実施し、たくさんの方々に参加いただきました。 
 
今年度は、直接的な支援活動だけではなく、いくつかのイベントでオペレーショ
ン・ブレッシング・ジャパンのブースを展示、認知を広く呼び掛け情報の発信に努
めました。 
また従事する事業に対するスキルアップや今後の事業の成長を図るため心のケ
アやファンドレィジング等のセミナーなどにスタッフを積極的に参加させていま
す。　　　　　　　 
 
 
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 協力団体・ 

従業員の人
数 

受益者の範
囲と人数 

支出額 
（千円） 

災害救援事業 

南相馬コ
ミュニティ
サポート –  
あとりえ
ホープ 

南相馬の
子供のた
めの放課
後アート
プログラ
ム 

4月〜３月 
合計２４回 

南相馬 
市内 

述べ83人 述べ306人  

南相馬コ
ミュニティ
サポート –あ 
とりえスペ
シャル 

南相馬の
子供と家
族のため
の特別イ
ベント 

5/27, 9/23 
10/21 

南相馬 
市内 

述べ９人 述べ161人  

南相馬コ
ミュニティ
サポート　– 
ロボットプ
ログラミン
グ 

南相馬の
子供たち
のための
ロボット
プログラ
ミング 

10/21,  
2/3 

南相馬市
内 

述べ25人 述べ69人  

南相馬コ SAPとの 1/23 南相馬市 述べ9 述べ59  



ミュニティ
サポート – 
高校生教育
支援 

協力で、
高校生の
ための
ERPsim
ビジネス
ゲーム 

小高 名 人 

南相馬コ
ミュニティ
サポート　–
その他 
 

手芸、メ
ガネクリ
ニック 

7/4, 9/22, 
10/7, 
12/14,  

南相馬市 
原町区 

述べ15 述べ53  

南相馬コ
ミュニティ
サポート　
　- ゴスペル 
クワイヤ 

市内の初
のゴスペ
ルクワイ
ヤ
RiseUp! 

４月〜３月
練習19
回、 
公演7/22, 
10/28, 
11/4, 12/15 

練習南相
馬市内、 
公演　南
相馬、相
馬、仙台 

述べ128人 述べ5590
人 

 

南相馬コ
ミュニティ
サポート　–
子供の夏
キャンプ 

市内の子
供を招待
しての宮
城県蔵王
町にての
キャンプ 

7/27,  
8/2 

宮城県 
蔵王 

述べ18人 述べ77人  

南相馬コ
ミュニティ
サポート –  
クリスマス
コンサート 

市内の文
化セン
ターでコ
ンサー
ト、クワ
イヤワー
クショッ
プ 

11/23, 24,  
12/7, 8, 9 

仙台、 
いわき、 
南相馬 

述べ55人 述べ598人  

宮城心のケ
ア 

カフェサ
ロン 

4/12 宮城県南
三陸町 

述べ2人 述べ18人  

PTGセミ
ナー 

心的外傷
後成長の
セミナー 

9/16 - 熊本県益
城町、 
東京都千
代田区 

述べ12人 述べ67人  

熊本地震支
援 

瓦礫処
理、後片
付け、引
越して手
伝い、サ
ポートプ
ロジェク
ト 

4月〜１０
月 

熊本市 
益城町 

述べ790人 述べ1184
人 

 

九州北部豪
雨 

泥出し作
業 

7/6〜10/3 日田市 述べ907人 述べ1527  



 

2) その他の事業  

　なし 
 



特定非営利活動法人 オペレーション・ブレッシング・ジャパン

（単位：円）
科目

（一般正味財産の部）
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
受取会費 680,400

２．受取寄付金
受取寄付金 40,165,561
受取寄付金振替額 5,571,056 45,736,617

３．受取助成金等
受取助成金振替額 500,000

４．その他収益
受取利息 136
資産受増益 173,760 173,896

経常収益計 47,090,913

Ⅱ 経常費用
１．事業費

人件費
給与手当 8,580,000
アルバイト 2,392,125
人件費計 10,972,125
その他経費
業務委託費 2,887,905
謝礼 1,402,200
購入支援食料 382,355
銀行手数料 95,242
その他手数料 108,408
広告デザイン料 20,000
その他広告費 199,927
コピー代 4,642
宿泊費 1,777,536
購入支援物品 740,776
研修費 266,378
健康診断費 35,927
郵便料 43,498
運送費 429,651
航空費 900,810
出演料 349,096
道具備品 153,982
家具備品 992,176
海上運賃 68,580
電気代 386,253
ガス灯油費 134,328
水道費 71,632
電話代 137,817
携帯電話代 320,168
インターネット 76,636
その他施設使用料 756,175
機材賃貸費 33,048
自動車保険料 342,820
食事費 785,562
車両費ガソリン代 681,820
車両修繕費 333,099

平成２９年度　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

（１）

（２）



ケータリング費 38,013
ファックスサービス 19,440
外部支援寄附金 547,530
新聞広告費 239,583
雑誌広告費 63,180
ビル補修費 500,000
警備費 114,480
医薬品 5,774
従業員感謝 5,900
コンピューター用品費 18,471
ビデオ制作費 154,420
印刷費 323,020
交際費 2,410
会議費 79,068
旅費交通費 3,000,846
ソフトウェア等（経費） 135,840
消耗品費 429,659
事務用品費 144,018
新聞図書費 56,931
諸会費 136,740
支払手数料 10,898
車両費 152,953
地代家賃 2,415,080
リース料 162,000
保険料 163,790
租税公課 266,500
減価償却費 1,689,716
雑費 309,236
その他経費計 26,103,943

事業費計 37,076,068
２．管理費

人件費
給料手当 2,928,000
法定福利費 1,704,324
人件費計 4,632,324
その他経費
業務委託費 3,314,595
会計監査費 108,000
銀行手数料 10,958
広告デザイン料 108,000
その他広告費 829,001
宿泊費 8,500
研修費 130,080
郵便料 41,853
運送費 3,280
道具備品 77,136
家具備品 5,367
電気代 12,059
ガス灯油費 8,887
火災保険料 32,400
機材保全費 29,700
食事費 49,542
車両修繕費 1,512
印刷費 110,700
会議費 5,512
旅費交通費 80,750
ソフトウェア等（経費） 266,039
消耗品費 69,779

（２）

（１）



事務用品費 4,455
新聞図書費 4,000
支払手数料 135,000
地代家賃 3,095,580
リース料 70,092
租税公課 1,800
支払報酬料 864,000
雑費 249,484
その他経費計 9,760,422

管理費計 14,392,746
経常費用計 51,468,814

当期経常増減額 △ 4,377,901
Ⅲ 経常外費用

１．固定資産除却損 4,517,939
２．過年度損益修正損 142,606
経常外費用計 4,660,545

当期一般正味財産増減額 △ 9,038,446
前期繰越一般正味財産額 18,804,443
次期繰越一般正味財産額 9,765,997

（指定正味財産の部）
Ⅰ 受取助成金 500,000
Ⅱ 一般正味財産への振替額 △ 6,071,056

当期指定正味財産増減額 △ 5,571,056
前期繰越指定正味財産額 5,571,056
次期繰越指定正味財産額 0

※　今年度はその他の事業を実施していません。



特定非営利活動法人 オペレーション・ブレッシング・ジャパン

（単位：円）

科目

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 7,361,417

未収入金 55,000

棚卸資産 504,720

流動資産合計 7,921,137

２．固定資産

有形固定資産

什器備品 605,597

車両運搬具 299,310

有形固定資産計 904,907

無形固定資産

無形固定資産計 0

投資その他の資産

敷金 1,274,000

投資その他の資産計 1,274,000

固定資産合計 2,178,907

資産合計 10,100,044

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払費用 246,495

預り金 87,552

流動負債合計 334,047

２．固定負債

固定負債合計 0

負債合計 334,047

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産

前期繰越指定正味財産 5,571,056

当期指定正味財産増減額 △ 5,571,056

指定正味財産合計 0

２．一般正味財産

前期繰越一般正味財産 18,804,443

当期一般正味財産増減額 △ 9,038,446

一般正味財産合計 9,765,997

正味財産合計 9,765,997

負債及び正味財産合計 10,100,044

平成　２９年度　貸借対照表
平成３０年３月３１日現在

金額

（１）

（３）

（２）



特定非営利活動法人 オペレーション・ブレッシング・ジャパン

（単位：円）

科目

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金

手許現金 194,771

三井住友銀行 普通預金 6,031,187

郵便振替口座 1,135,459

未収入金

未収入金 55,000

棚卸資産

棚卸資産（寄贈用シャツ、ＣＤ） 504,720

流動資産合計 7,921,137

２．固定資産

有形固定資産

什器備品 605,597

車両運搬具 299,310

有形固定資産計 904,907

無形固定資産

災害支援ソフトウェア特定資産 0

無形固定資産計 0

投資その他の資産

敷金 1,274,000

投資その他の資産計 1,274,000

固定資産合計 2,178,907

資産合計 10,100,044

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

前受助成金

返還予定の助成金

預り金

源泉所得税 預り金 45,580

社会保険料 預り金 288,467

流動負債合計 334,047

２．固定負債

固定負債合計 0

負債合計 334,047

正味財産 9,765,997

金額

平成　２９年度　財産目録
平成３０年３月３１日現在

（１）

（２）

（３）



１．重要な会計方針
　　
　　

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

　 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

　 引当金の計上基準
該当なし

消費税等の会計処理
消費税等は税込経理により処理しています。

（４）

（３）

財務諸表の注記

（２）

（１）

計算書類の作成は，NPO法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）に
よっています。



２．事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。
（単位：円）

災害救援事
業

その他関連
する事業

合計

人件費
給与手当 8,580,000 8,580,000
アルバイト 2,392,125 2,392,125
人件費計 10,972,125 10,972,125
その他経費
業務委託費 2,887,905 2,887,905
謝礼 1,402,200 1,402,200
購入支援食料 382,355 382,355
銀行手数料 95,242 95,242
その他手数料 108,408 108,408
広告デザイン料 20,000 20,000
その他広告費 199,927 199,927
コピー代 4,642 4,642
宿泊費 1,777,536 1,777,536
購入支援物品 740,776 740,776
研修費 266,378 266,378
健康診断費 35,927 35,927
郵便料 43,498 43,498
運送費 429,651 429,651
航空費 900,810 900,810
出演料 349,096 349,096
道具備品 153,982 153,982
家具備品 992,176 992,176
海上運賃 68,580 68,580
電気代 386,253 386,253
ガス灯油費 134,328 134,328
水道費 71,632 71,632
電話代 137,817 137,817
携帯電話代 320,168 320,168
インターネット 76,636 76,636
その他施設使用料 756,175 756,175
機材賃貸費 33,048 33,048
自動車保険料 342,820 342,820
食事費 785,562 785,562
車両費ガソリン代 681,820 681,820
車両修繕費 333,099 333,099
ケータリング費 38,013 38,013
ファックスサービス 19,440 19,440
外部支援寄附金 547,530 547,530
新聞広告費 239,583 239,583
雑誌広告費 63,180 63,180
ビル補修費 500,000 500,000
警備費 114,480 114,480
医薬品 5,774 5,774
従業員感謝 5,900 5,900
コンピューター用品費 18,471 18,471
ビデオ制作費 154,420 154,420
印刷費 323,020 323,020
交際費 2,410 2,410
会議費 79,068 79,068
旅費交通費 3,000,846 3,000,846
ソフトウェア等（経費） 135,840 135,840
消耗品費 429,659 429,659
事務用品費 144,018 144,018
新聞図書費 56,931 56,931
諸会費 136,740 136,740
支払手数料 10,898 10,898
車両費 152,953 152,953
地代家賃 2,415,080 2,415,080
リース料 162,000 162,000
保険料 163,790 163,790
租税公課 266,500 266,500
減価償却費 1,689,716 1,689,716
雑費 309,236 309,236
その他経費計 26,103,943 26,103,943

37,076,068 37,076,068

（１）

（２）

科目

合  計



３．使途等が制約された寄付金等の内訳
使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
したがって使途が制約されていない正味財産は、9,765,997円です。

（単位：円）
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

システム開発寄付金 5,571,056 0 5,571,056 0 当期減少額は減価償却額および除去損

(災害救援事業)

南相馬市まちづくり活動支援事業 0 500,000 500,000 0
(災害救援事業)

合計 5,571,056 500,000 6,071,056 0

４．固定資産の増減内訳
（単位：円）

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

有形固定資産
什器備品 905,598 504,900 1,410,498 △ 804,901 605,597
車両運搬具 5,450,750 5,450,750 △ 5,151,440 299,310

無形固定資産
災害支援ソフトウェア特定資産 10,531,170 10,531,170 0 0 0

投資その他の資産
敷金 364,000 910,000 1,274,000 1,274,000

合計 17,251,518 1,414,900 10,531,170 8,135,248 △ 5,956,341 2,178,907

５．役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
（単位：円）

内容 備考

科目

5,571,056
南相馬市からのまちづくり活動支援事業補助金の振替 500,000

合 計 6,071,056

内 容 金 額
経常収益への振替額

使途が制約された寄付金で購入したシステム（ソフトウェア）の当期減価償却額及び除去損
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