
    ２０１９年度事業報告  

１． 特定非営利活動に係る事業として以下の事業を行いました 

   

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施回数日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費 

(単位：円) 

①ラジオ番

組「ファミ

リ ー ト ー

ク」を支援

運営する事

業 

・ラジオ番組「金子耕弐のフ

ァミリートーク」を北海道

放送・山形放送・ラジオ沖

縄で放送。子どもの健全育

成・家族関係の構築を図る

活動を行った。 

（A）１１回 

 （下記①参照）  

（B）HBCラジオ 

   YBCラジオ 

ラジオ沖縄 

 

（C）1人 

（D）北海道 

 山形・沖縄

の全域 

（E）不特定

多数 

2,742,312 

②子育て、家

族に関する

講演活動を

支援運営す

る事業 

・子どもの健全育成・家族関

係の構築を図り、子育て・

家族に関する講演会を開催

した。 

（A）１４回 

 （下記②参照） 

（B）地域の公共

施設等 

 （下記②参照） 

（C）3人 

（D） 
（下記②参照） 

（E） 
（下記②参照） 

 

106,562 

③その他、健

全な子育てと

家族関係を啓

発推進する事

業 

・子どもの健全育成・家族関

係の構築を図る活動を広報

するホームページを開設し

運営した。講演会のチラシ

を 500枚作成した。 

（A）通年 

（B）当法人ホー

ムページ 

（C）３人（山下・

金子・洞内） 

（D）全国 

（E）不特定

多数 

26,197 

 

① ラジオ番組「ファミリートーク」を支援運営する事業の明細 

㋐HBC ラジオ・YBC ラジオ・ラジオ沖縄で「金子耕弐のファミリートーク」を放送しま

した。 

   ※ラジオ沖縄は放送料がかかっていません           （2,742,312円） 

放送料支払月 ４月 ５月 ６月 ７月   8月 

HBC 108,756円 108,756円 108,756円 108,756円 108,756円 

YBC 130,356円 130,356円 130,356円 130,356円 130,356円 

放送料支払月 ９月 １０月 １１月   １２月   1月 

HBC 108,756円 108,770円 110,770円 110,770円 110,770円 

YBC 130,356円 110,770円 110,770円 110,770円 110,770円 

放送料支払月   2月    3月    合  計 

HBC 110,770円 110,770円   1,315,156円 

YBC 110,770円 110,770円   1,427,156円 

※HBCは放送月の翌月払い。YBCは放送月の前月払い。HBCの 10月支払額は送金手数料 

の消費税アップ分 14円増。YBCは 10月支払分より放送料が 2万円値引きとなった。 

 ㋑ラジオ番組「ファミリートーク」を作成している FTオフィスに支援はできませんでした。 

                  １ 



② 子育て、家族に関する講演活動を支援運営する事業 

開催日 場所（地区） 講演会 講師 スタッフ 来場者 会場費 

4/20 士別 子育て家族支援 金子耕弐  2名 45名 2,800円 

4/21 札幌・手稲 子育て家族支援 金子耕弐  3名 100名 4,300円 

5/18 北見 子育て家族支援 金子耕弐  2名 51名 3,950円 

5/19 釧路 子育て家族支援 金子耕弐  2名  61名  7,860円 

6/15 沖縄・那覇 子育て家族支援 金子耕弐  2名 100名 18,484円 

6/16 沖縄・うるま 子育て家族支援 金子耕弐  2名 100名 20,900円 

7/13 恵庭 子育て家族支援 金子耕弐  4名  55名  6,208円 

8/25 江別・大麻 子育て家族支援 金子耕弐  4名  40名  5,600円 

10/19 十勝・幕別 子育て家族支援 金子耕弐 3名  50名  4,300円 

11/1 沖縄・那覇 子育て家族支援 金子耕弐 2名  40名  5,920円 

12/7 沖縄・那覇 子育て家族支援 金子耕弐 2名  60名  8,210円 

12/14 十勝・本別 子育て家族支援 金子耕弐  3名  40名     0円 

2/23 帯広 子育て家族支援 金子耕弐  1名  50名  4,910円 

2/24 函館 子育て家族支援 金子耕弐  3名  13名  4,120円 

       

 計  14か所    805名 97,562円 

 ※前年度開催の沖縄糸満講演会会場費追加支払い 6,000 円を加えて今年度講演会支援費

合計額は 103,562円。 
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（　）内は予算額 　　　　　　　　　　　　　2019.4.1～2020.3.31

Ⅰ．事　業　支　出 ¥2,882,791
　１．事　業　費（3,200,000） ¥2,872,071 前　期　繰　越　金（1,474,479） ¥1,474,479

（１）運営事業費（3,200,000） ¥2,872,071 Ⅰ．事　業　収　入 ¥2,018,620
　　　①ファミリートーク放送費（2,900,000） ¥2,742,312 　１．会 費 収 入（1,180,000） ¥1,060,500
　　　②講演会開催費（240,000） ¥103,562 ①正会員受取会費（180,000） ¥180,000
　　　③啓発推進事業費（60,000） ¥26,197 ②公式サポーター会員受取会費（1,000,000） ¥880,500

　２．ラジオ放送協力金収入（1,200,000） ¥958,120
　２．管理事業費（60,000） ¥10,720     ①北林亨（敬称略以下同） ¥4,120
　（１）管理経費（60,000） ¥10,720 　　②善隣バプテスト教会 ¥4,000
　　　①会議費（30,000） ¥0     ③小松博 ¥20,000
　　　②旅費交通費（10,000） ¥0     ④匿名 ¥10,000
　　　③雑費（20,000） ¥10,720     ⑤匿名 ¥10,000

         切手代9,720円     ⑥匿名 ¥10,000
             事務用品費　　0円     ⑦匿名 ¥10,000
             印紙代1,000円     ⑧匿名 ¥10,000

⑨匿名 ¥10,000
    ⑩匿名 ¥10,000

Ⅱ．事業外支出 0     ⑪善方裕美 ¥10,000

　１．予備費（594,479） ¥0 　　⑫匿名 ¥10,000
    ⑬匿名 ¥10,000
    ⑭匿名 ¥10,000
    ⑮匿名 ¥10,000
    ⑯匿名 ¥10,000
    ⑰匿名 ¥700,000
　　⑱匿名 ¥100,000
    ⑲
    ⑳
    ㉑

Ⅱ．事業外収入 ¥9
　１．その他収益（０） ¥9
　　①受取利息 ¥9

支　出　合　計 ¥2,882,791 収　入　合　計 ¥3,493,108

次 期 繰 越 金 ¥610,317

総　　　　　  計 ¥3,493,108 総　　 　　　 計 ¥3,493,108

支　　　　　　　出 収　　　　　　　入

２０１9年  度  収  支  報  告  書

※昨年度三月に匿名者様より暗号通貨
（カルダノエイダコイン）3,000枚が寄贈さ
れています。円に換金した時点で受取寄
付金として計上いたします。



貸 借 対 照 表 

２０２０年３月３１日現在 

ＮＰＯ法人 

ファミリートークネットワーク 

（単位：円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産  （610,317） 流動負債       （0） 

現金及び預金 610,317   

    

固定資産 （0） 固定負債 （0） 

    

  （正味財産の部） （610,317） 

  当期正味財産増減額 610,317 

資産合計  610,317 負債・正味財産合計 610,317 

 

 

※一昨年 3月に匿名者様より暗号資産（カルダノエイダコイン）3,000枚が 

寄贈されています。円に換金した時点で受取寄付金として計上いたします。 

 



財  産  目  録 

２０２０年３月３１日現在 

ＮＰＯ法人 

ファミリートークネットワーク 

（単位：円） 

 

科目 金額 金額 金額 

Ⅰ．資産の部    

1. 流動資産 

 現金預金 

  ゆうちょ銀行普通預金 

  ゆうちょ銀行振替預金 

流動資産合計 

 

 

370,981 

239,336 

 

 

 

 

610,317 

 

資産合計   610,317 

Ⅱ．負債の部    

負債合計       0 

正味財産   610,317 

 

※一昨年 3月に匿名者様より暗号通貨（カルダノエイダコイン）3,000枚が 

寄贈されています。円に換金した時点で受取寄付金として計上いたします。 


