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第5回 相談のこんな場面③
資金に関わるさまざまな相談



お品書き

Ⅰ基本レクチャー①「市民活動におけるお金の流れ」（50分）

１）市民活動のお金の流れ（企業とNPOの違い）

２）財源の種類と特徴

３）相談パターン

Ⅱ基本レクチャー②「がんばる地域応援交付金に関わる相談」

Ⅲワーク
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はじめに

� 「資金に関わるさまざまな相談」って難しそう・・・

� お金に関わる相談でよく聞かれること

①会計ができない・わからない

⇒自分はどうやっているかを紹介する

又は会計担当者（場合によっては会計専門家）に任せる

②おかねがない、たりない

③これって、団体から出して（支出して）いいの？

⇒ルールをつくる（相談員が決めるのではない。団体自治。）
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ここの問題・課題の整理をし、
対策案を立てていくことが、

お金にまつわる相談のポイント。
基礎知識（考え方・実践例の蓄積）が必要。



「資金」の前に、会計をみてみよう

� 会計の目的と役割
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「NPO法人」はどんな資金で成り立っている？

� NPO法人の決算書

・活動計算書

・貸借対照表

・財務諸表の注記

・財産目録
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収益分析（活動計算書）
勘定科目 金額 経常収益計に占める割合

受取会費

受取寄付金

受取助成金等

事業収益
自主事業
委託事業

その他収益

経常収益計
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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



NPOの財源と特徴
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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



［参考］収益規模別・収益構成比率
出典：愛知県平成２３年度 ＮＰＯ財務分析調査報告書
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費用分析（活動計算書）
勘定科目 金額 経常収益計に占める割合

事業費

人件費

その他経費

管理費

人件費

その他経費

経常費用計
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正味財産増減分析
勘定科目 金額 経常収益計に占める割合

当期経常増減額
経常収益計ー経常費用計
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これは健康なの？不健康なの？
正常なの？異常なの？

大丈夫？
↓

事業ごとに分析すると、わかる



事業別損益の分析
A事業 B事業 事業部門計 管理 合計

経常収益
受取会費

受取寄付金
受取助成金等

事業収益
その他収益

経常費用
人件費

その他経費

当期経常増減額
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稼ぎ頭と赤字をつくっているものが
何かが明らかになる。

でも、赤字だからって中止していいの？



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



ということで、

資金に関する相談では、資金周辺のこと（事業のことなど）
も対応することが求められます

� どんな活動・事業をしようと思っているのか？

� 何に、いつ、いくら必要になりそうか？

� どうやって調達するのがよいか？

の3ステップで対処
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「お金がない」ということになりやすいのは

� 団体の立ち上げ期

� 新しいことを始める時

⇒とくにNPOは資金不足になる「構造」にある
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株式会社の資金調達は「資本金」
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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？

� ヒト・モノ・カネ・情報を持ち寄る・もらってくる

� 借りる（外部から・金融機関から）

⇒返さないといけない資金。

団体自身の信用力（法人格等）が必要。

� 集める（会費、寄附、事業収益、助成金・補助金）

⇒特徴を見ていきましょう
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受取会費
会員制度に基づき、定期的に「会費」を徴収する。

（月会費・年会費など、期間は様々）

基本的に、対価性なし。

� 正会員

� 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（蟹江町）

https://ameblo.jp/nico25mmn/entry-
12315076413.html?frm_src=thumb_module
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受取寄付金～寄付の機会を造る

� 対価性（反対給付）なし

� 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

例：セカンドハーベスト名古屋 引越資金の寄附募集

※対価性がないからこその説明責任。寄付の「倫理」
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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

※寄附型と購入型（お礼の品などがついてくることもある）

� Gooddo：広告

http://gooddo.jp/
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クラウドファンディングの例

� NPO法人みち（豊田市）
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事業収益

・対価性（反対給付）あり

・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

⇒これを主財源にするかどうか？でやりかたが変わる
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自主事業だけで採算ベースに乗せるには
ある程度の単価・ボリュームが必要

� ←売上
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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



助成金とは何か？

助成金とは・・・「成」長を「助」けるお「金」

・行政や企業から、もしくは民間の助成組織（助成財団など）
から、特定のテーマや目的を達成する公益的な活動を育成、
推進するために提供される資金

・先駆的かつ運動性が高く、一定期間で成果があげられるタ
イプの事業を支援するものが多い

出典：大阪ボランティア協会 編

『テキスト 市民活動論－ボランティア・NPOの実践から学ぶ』

「配分」から「投資」へ・・・川北秀人氏（ＩＩＨＯＥ）＊提供側の視点

「助成金は助走金」・・・山田泰久氏（日本財団）
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助成金が応援するもの
～団体自体でなく、その先にあるもの
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助成元・
補助元

NPO・市

民活動団
体

受益者・
支援対象
者／課題



やりたいことだけでなく、
求められていることを読み解く

やりたいこと

できること 求められてい
ること
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・現場、関係者のニーズ
・資金提供者のニーズ

市民活動なら

ではの強み（こだ
わり・つながり）



行政の補助・助成と民間の助成の違い

行政の補助金・助成金 民間助成金

� 行政の施策にあったもの

� 「協働」をすすめるための
補助金・助成金が多い

� （プロセスの）公平性が重
視される

⇒市内での認知を広げる

信頼性の向上に有効

� 助成元のねらいにあった
ものが採択される（企業
のＣＳＲ・ＣＳＶ）

� 効率性・成果重視

� 社会貢献重視

� 資金拠出者の納得感

⇒社会貢献or成果志向
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相性の良い助成金を探そう

� 過去に助成金を受けた団体にきいてみるのもよいです。

☆助成金情報の集め方

NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
NPOWEB

http://www.npoweb.jp/modules/subsidy/index.php?content_id=1

日本財団 CANPAN

https://canpan.info/index_view.do

助成財団センター 民間助成金ガイド

http://www.jfc.or.jp/search/guide.html

＊その他、市民活動支援センターの閲覧に供されているものも
要チェック（地域限定でネットに載っていないものもある）
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助成額と難易度は大体比例します。まずは小さなもの、身近なものからチャレンジ！



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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ワークの前に・・・
ＮＰＯ・市民活動団体と「おかね」の誤解

� 非営利団体、市民活動団体、NPOでもおかねをもらっていい
の？

・対価を受け取ること、寄附・会費を受け取ることの制限はない

・非営利とは、一般に
利益（剰余金）の分配をしない
解散時に残余財産の分配をしない
というルールがあることを指す

� 活動を維持・継続するため、活動を展開・発展させるためには、
ある程度の資金の蓄えも必要。

無目的に不安感から貯めるなら、それをどう活用するかを考え
たい。
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