
特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ 理事・相談事業部長

税理士 中尾 さゆり

日時：2017年10月9日（月・祝）13:30-15:30
場所：岩倉市民プラザ 多目的ホール
主催：岩倉市市民活動支援センター
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わかりやすい・活用できる講座活動資金を獲得しよう！！

第1回 資金を得る方法を学ぼう

「お金を回す」。
自分たちに合った「やれる！」方法を選びましょう。



自己紹介：中尾 さゆり

税理士、評価士、准認定ファンドレイザー

特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ

理事、相談事業部長（NPO相談、あいちモリコロ基金担当）

認定特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事

NPO法人会計基準協議会 専門委員

内閣府 ＮＰＯ法人の会計の明確化に関する研究会

＊その他、助成金等の審査員・運営委員を歴任

情報発信・連絡先 http://blog.canpan.info/sally_nakao/

facebook、twitter 中尾さゆり で検索してください

e-mail sally.nakao@gmail.com
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googlegroups.com
講座情報のML登録：nakaosayuri+subscribe@ 
googlegroups.comへ空メールをお送りください



本日のお品書き

０．はじめに

１．「いつ・いくら」必要なのか？

２．どうやって資金を調達するか？
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資金計画
と

利益計画



はじめに～自己紹介

� お名前

� 所属

� 参加理由

何のお金が必要なのか？

2017/10/09©Sayuri Nakao4



例えばこんなお金が欲しい
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●周年イベントで
大きいことやりたい

普段はボランティア＋会費
でトントン。そろそろ●●を

買い替えたい

定例イベントは
参加費で収支トントン。
でも、事務局経費が出ない

障がい児デイサービスを始
めたい。改装費がかかるし
、2か月しないと入金がない

助成金●百万円の採択が
決まったが、入金は事業完
了後・・・。支払いどうしよう

フェアトレードショップを開き
たい。設備資金と仕入の資
金をどうしよう・・・。

障害者アーティストの音楽
CDをつくりたい。出演料と
製作費を払うには。

ひとを雇っていきたい

事業を続けるためにはお金
が必要



「いつ・いくら」必要なの？

� 今の手元資金は？

� 支出時期・支出金額は？

� いまのところ予定されている収入は？

→まずはなりゆきの資金繰り表をつくってみましょう

（別紙参照）
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株式会社の資金調達
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資産
負債

資本

収益
費用

利益

現預金
設備

借入金

資本金
利益のストック

売上

経費
仕入

管理費など

留保
借入金返済
再投資
配当



資本金がないNPOはどうする？

� 持ち寄る・借りる（身内から）

� 集める（NPOの財源 参照）

� 借りる（外部から・金融機関から）
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ＮＰＯの財源
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自前性

支援運動性 事業対価性

外来性

受取会費
受取寄付金

自主
事業収益

受取補助金
受取助成金 受託収益
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収益区分 支援性／対価性 使途

受取会費
（一般の）受取寄付金

支援性 自由

使途制約のある受取寄付金
受取助成金
受取補助金

支援性 制限あり

事業収益（自主事業） 対価性 自由

事業収益（受託事業） 対価性 制限あり



自主事業のあれこれ

・サービスの利用料

・イベント・研修の参加費

・請負・業務委託・コンサルティング

・介護事業・就労支援事業などの制度事業

・物品販売、飲食

・協賛広告

・出版

→これを主たる収入源にするか？
付随するものとするか？
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自主事業を採算に乗せる～固定費と変動費

� ←売上

� 採算ベースに乗せるには、ある程度のボリュームが必要。
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固定費

変動費

損益分岐点



� 売上＝単価×数量

・単価を上げる

定価を決める。むやみに安売りしない。
「とはいっても、困っている人にサービス提供したい」
⇔他の財源との組み合わせ

・数量を増やす

定型化により提供量を増やす

利用者を増やす（時間がかかることも）

※マーケティング

� 固定費を下げる
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採算ベースに乗るまでの
運転資金を借りることも要検討



採算が合わないものをどうするか？

PPM（Product Portfolio Management)－NPOの場合
出典：今田忠 2011年11月27日 経営計画づくり 講座資料
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ミッション性高
収益性大

孝行息子・娘
↓

マーケティング

ミッション性低
収益性大

問題児
↓
？

ミッション性高
収益性小

すねかじり
↓

マーケティング・ファンドレイジング

ミッション性低
収益性低

厄介者
↓

衰退のプログラム



寄付募集をする～寄付の機会を造る

� 一般の寄付

・まずは、イベントの時に募金箱を置いておくところから

チリも積もれば

� 使途指定の寄付・キャンペーン

・「ここぞ」というときにキャンペーンを仕掛ける

・キャンペーンにはコストがかかる
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支払方法を工夫する＝確実に集金する

� 現金

� 郵便振替用紙（青・赤）

� オンライン決済システム

●シン・ファンドレイジングペイメント

ランニングコストがかからないクレジット決済サービス
●CANPAN 決済サービス

日本財団のCANPANセンターが提供するシステム。活動
実績が１年以上あれば法人格を問わず利用可能

●Bokinchan

� 口座引落
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ネットの活用

� クラウドファンディング

CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/

Ready For：https://readyfor.jp/

※手数料はかかるがサポートがつく

� Gooddo：広告

http://gooddo.jp/
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無脳薬ミュージシャン 高松信友https://readyfor.jp/projects/13263
＊リアルでのつながり・ファン×機会の提供×広がり



会員をあつめる・継続する

� どこから始める？
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①規定の確認

②現在の会員の分析

会員の維持・継続 新規会員の獲得

③会員ケア・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

④支払方法
の工夫

⑤制度見直し ⑥営業



会員種別／金額設定／会員の権利の見直し

� 正会員（ＮＰＯ法上の社員）＊必須

� 賛助会員

� 企業会員

� 購読会員・利用会員

� 家族会員

� 学生会員 など
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【権利】認定ＮＰＯ法人のＰＳＴをクリアする
のは、対価性のないものに限られる

【単価】
金額を少なくして入りやすくするor
一定の理解と負担をもってはいっていただく

【数量】
口数制度、家族会員制度

【見せ方】名称など



地元密着で賛助会員を集めている例

特定非営利活動法人にこにこママネットワーク

https://ameblo.jp/nico25mmn/entry-
12315076413.html?frm_src=thumb_module
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「借入金」

� 「返済」できることを説明しやすいものが向く（事業収益）

・入出金のタイミングのズレの問題

・短期／長期 どのくらいで返していくか？

・誰から借りるか？

・定款の規定との整合性（総会の議決が必要なこともある）

・どう、返済するか？（利益から返済するしかない）
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類似のものとして「疑似私募債」

� 株式会社が発行できる「少人数私募債」の仕組みを
NPOなどが活用できるようにしたもの

� 少人数私募債は、50名未満（一定の制限あり）の引受者
（親族、知人など）に対して発行

� 民法上の「金銭消費貸借契約の証書」扱い

＊返済あり
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助成金・補助金の活用

� 助成金・補助金は、継続的に受けられるわけではない

� まとまった・返済不要の資金

� 信頼力UP 行政等との関係づくりに活用できる

→通常の経費の補填ではない、
次へのステップアップのための資金に活用するとよい
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