
書式第１２号（法第２８条関係） 

事 業 報 告 用 

特定非営利活動法人 tannely 

１ 事業の成果 

・2013 年より開始した Loco-working 事業（暮らすとはたらくを共にするはたらき）も登録メンバー
も増員し、約 210 名と共に持ち寄れる資源を活かし継続的なお仕事の依頼を受託出来た。

・毎年開催している 新しい働き方を考えるワークショップを本年度は 2 回開催。

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 （事業費の総費用【9,453】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

子育て中の方
を中心とした
事業 

子育てしながら暮らすとは
たらくを考えるを基本テー
マでワークショップを開
催。

11 月 
2 月 

オンライン
10 人 

自分の未
来のビジ
ョンが気
になる方 

100人 25 

渋谷まちづく
り支援活動事
業 

地域新聞のライター活動
や地元学生の指導 

通年 渋谷区 

全域 

3 人 渋谷区に
関心があ
る方 

200人 137 

Loco-work 事
業 

愛着のある場所で暮らす
とはたらくを共にする活
動 Loco-working。職住近
接を目指し、行政や企業
からお仕事の委託を受け
て、子育て中のお母さん
が地域社会に参画する。 

通年 渋谷区を 

中心に全 

国 

100 人 子育てし
ながら働
きたいと
う方 

600人 9,290 

（２）その他の事業 （事業費の総費用【 0】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

なし 
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書式第１３号（法第２８条関係）

   令和３年度　活動計算書（その他事業がない場合）
特定非営利活動法人　tannely

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　経　常　収　益
１　受取会費 14,000

正会員受取会費 14,000
賛助会員受取会費 0

２　受取寄附金 83,280
受取寄附金 0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入評価益 83,280

３　受取助成金等 50,000
受取助成金 50,000

４　事業収益 10,246,631
子育て中の方を中心とした活動事業収益 4,000
渋谷まちづくり支援活動事業収益 92,600
渋谷Loco-worker事業収益 10,150,031

５　その他の収益 804,449
受取利息 49
雑収入 804,400

経　常　収　益　計 11,198,360
【Ｂ】　経　常　費　用

１　事業費
（１）人件費 8,772,899

給料手当 571,000
謝礼金 3,000
外注費 8,198,899

（２）その他経費 680,572
旅費交通費 10,290
通信費 88,580
交際費 232,727
会議費 5,361
消耗品費 3,705
租税公課 46,600
広告宣伝費 52,592
支払手数料 34,850
諸会費 9,000
研修費 113,587
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ評価費用 83,280

事業費計 9,453,471
２　管理費

（１）人件費 671,000
給料手当 506,000
謝礼金
外注費 165,000

（２）その他経費 392,549
通信費 4,620
交際費 3,348
会議費 3,770
会場費 60,000
消耗品費 499
租税公課 46,500
事務用品費 3,100
広告宣伝費 5,500
支払手数料 1,220
対外報酬 263,992

管理費計 1,063,549
経　常　費　用　計 10,517,020
当　期　経　常　増　減　額　【Ａ】－【Ｂ】　・・・① 681,340
【Ｃ】　経　常　外　収　益

経　常　外　収　益　計 0
【Ｄ】　経　常　外　費　用

経　常　外　費　用　計 0
当　期　経　常　外　増　減　額　【Ｃ】－【Ｄ】　・・・② 0
税　引　前　当　期　正　味　財　産　増　減　額　①＋②　・・・③ 681,340

法人税、住民税及び事業税　・・・④ 0
前期繰越正味財産額　・・・⑤ 5,090,298

次　期　繰　越　正　味　財　産　額　③－④＋⑤ 5,771,638

事 業 報 告 用



書式第１５号（法第２８条関係）

   令和３年度　貸借対照表
特定非営利活動法人　 tannely

（単位：円）
科 目 金　　額 小計・合計

【Ａ】　資　産　の　部
１　流動資産

7,455,698
現金預金 6,450,791
売掛金 1,004,907
　

流動資産合計　・・・① 7,455,698
２　固定資産

（１）有形固定資産 0
　

（２）無形固定資産 0

（３）投資その他の資産 0

固定資産合計　・・・② 0

【Ａ】資　産　合　計　①＋② 7,455,698

【Ｂ－１】　負　債　の　部
１　事業費流動負債

1,684,060
未払金 92,000
未払費用 1,574,576
預り金 17,484

流動負債合計　・・・③ 1,684,060
２　固定負債

固定負債合計　・・・④ 0
負　債　合　計　③＋④ 0
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部

前期繰越正味財産額 5,090,298
当期正味財産増減額 681,340

正　味　財　産　合　計 5,771,638

【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】 7,455,698

事 業 報 告 用
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