
 

平成 29 年度 事業報告書 

平成 29 年 9 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人エコ・テクル 

 

1. 事業の成果 

●環境保全のための物品及び廃棄物の移動についての情報収集及び情報提供に係る支援事業 

（定款第 5 条第 1 項①事業） 

前年度に引き続き、当法人のメイン事業である廃棄物事前通知サービス「環境ガードシステム」の

普及を目指してきました。その成果は、平成 29 年 9 月から平成 30 年 8 月末のガードシステムの利

用者は、721 社の新規加入者があり、現在 15,921 加入者数となりました。 

●その他環境保全に関わる事業（定款第 5 条第 1 項⑩事業） 

処分場立地検討資料作成業務ならびに処分場現状確認企画書作成業務。 

 

組織の状況 

 現在 賛助会員 1 社、個人会員 23 名。 会員名簿別添（24 ページ） 

 

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 

定款の事業名 事業内容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者の

範囲人数 

事業費の金

額（千円） 

環境保全のため

の物品及び廃棄

物の移動について

の情報収集及び

情報提供に係 

る支援事業 

排出者及び収集・処

分業者の情報収集及

び情報提供(インター

ネットで発信) 

通年 事務所 1 人 15,921 件 16,744.4 

廃棄物の不適正

処理・不法投棄の

防 止 等 に 係 わ る

事業 

実施しなかった。 

不適正処理や不

法投棄の防止等

を監視する実証モ

デル（情報システ

ム等）に関する技

術の開発及び 

公開の事業 

 

 

 

 

実施しなかった。 



 

定款の事業名 事業内容 
実施

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者の

範囲人数 

事業費の金

額（千円） 

環境保全に関する

研修、イベント、展

示会の実施事業 
実施しなかった。 

環境保全を目的と

した他団体との連

携、情報交換支援

等に関する事業 

実施しなかった。 

災害等による環境

へ の 悪 影 響を 防

止または回復する

ような救助支援事

業 

実施しなかった。 

環境保全につい

て、社会への教育

啓蒙事業 

実施しなかった。 

環境保全・防災・

災害復旧及び環

境に関連した社会

資本整備支援事

業 

実施しなかった。 

廃棄物処理業者

に対する経営企画

等支援事業 

実施しなかった。 

その他環境保全に

関わる事業 

処分場立地検討資料

作成業務  
3 月  1 人 1 社 233.9 

処分場現状確認企画

書作成業務（ドローン

によるシュミレーショ

ン） 

7 月  1 人 1 社 302.4 

 

(2)その他の事業 

定款の事業名 事業内容 
実施 

日時 

実施 

場所 
従事者の人数 

事業費の金 

額（千円） 

バザー、その他物

品販売の事業 
実施しなかった。 

広告、宣伝事業 実施しなかった。 

                             



　（単位：円）

Ⅰ 経常収益

１ 受取会費

正会員受取会費 190,000

賛助会員受取会費 50,000 240,000

２ 受取寄附金

受取寄附金 0 0

３ 受取助成金等

受取民間助成金 0 0

４ 事業収益

情報提供事業収益 20,528,711

その他環境保全事業収益 0 20,528,711

５ その他収益

受取利息 34

雑収益 0 34

経常収益計 20,768,745

Ⅱ 経常費用

１ 事業費

（１） 人件費

給料手当 3,089,414

法定福利費 532,215

福利厚生費 8,762

通勤費 155,628

人件費計 3,786,019

（２） その他経費

事業支出 11,998,886

業務委託費 993,600

外注費 0

旅費交通費 61,060

通信運搬費 241,168

消耗品費 199,334

諸会費 0

雑費 648

その他経費計 13,494,696

事業費計 17,280,715

　　　　平成29年度　活動計算書

平成29年9月1日から平成30年8月31日まで

科目 特定非営利活動に係わる事業

特定非営利活動法人エコ・テクル



２ 管理費

（１） 人件費

役員報酬 0

給料手当 335,047

法定福利費 59,135

通勤費 17,292

福利厚生費 974

人件費計 412,448

（２） その他経費

旅費交通費 20,520

通信運搬費 152,732

消耗品費 62,906

水道光熱費 98,395

地代家賃 777,600

接待交際費 307,482

広告宣伝費 45,051

諸会費 33,000

リース料 243,180

租税公課 363,500

支払手数料 171,936

新聞図書費 3,024

雑費 137,813

その他経費計 2,417,139

管理費計 2,829,587

経常費用計 20,110,302

当期経常増減額 658,443

Ⅲ 経常外収益

１ 固定資産売却益 0

経常外収益計 0

Ⅳ 経常外費用

１ 過年度損益修正損 0

経常外費用計 0 0

税引前当期正味財産増減額 658,443

法人税・住民税及び事業税 218,504

当期正味財産増減額 439,939

前期繰越正味財産額（設立時正味財産額） 269,037

次期繰越正味財産額 708,976

※今年度はその他の事業を実施していません。



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 平成30年 8月31日 現在
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人エコ・テクル

 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   買　掛　金          670,820 
   現　　　金           11,623   未　払　金          755,004 
   普通　預金        4,014,460   預　り　金           93,275 
    現金・預金 計        4,026,083   仮　受　金        1,656,649 
  （売上債権）   未払法人税等          218,500 
   売　掛　金          286,200   未払消費税等          363,500 
    売上債権 計          286,200    流動負債  計        3,757,748 
     流動資産合計        4,312,283        3,757,748 
 【固定資産】
  （有形固定資産）  【正味財産】
   什器　備品                1   前期繰越正味財産額          269,037 
    有形固定資産  計                1   当期正味財産増減額          439,939 
  （無形固定資産）    正味財産　計          708,976 
   電話加入権           34,440          708,976 
    無形固定資産  計           34,440  
  （投資その他の資産）  
   保　証　金          120,000  
    投資その他の資産  計          120,000  
     固定資産合計          154,441  

       4,466,724        4,466,724 



１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

（2）消費税等の会計処理

２．事業別損益の状況 （単位：円）
科目 情報提供 その他環境保全 事業部門計 管理部門計 合計

（1）人件費
給料手当 3,089,414 3,089,414 335,047 3,424,461
法定福利費 532,215 532,215 59,135 591,350
通勤費 155,628 155,628 17,292 172,920
福利厚生費 8,762 8,762 974

人件費計 3,786,019 0 3,786,019 412,448 4,198,467
（2）その他経費
ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ利用料 11,998,886 11,998,886 11,998,886
外注費 518,400 475,200 993,600 993,600
印刷製本費 0 0
交際費 0 307,482 307,482
会議費 0 0
旅費交通費 61,060 61,060 20,520 81,580
通信費 241,168 241,168 152,732 393,900
消耗品費 199,334 199,334 62,906 262,240
修繕費 0 0
水道光熱費 0 98,395 98,395
諸会費 0 33,000 33,000
地代家賃 0 777,600 777,600
広告宣伝費 45,051 45,051
リース料 0 243,180 243,180
支払手数料 0 171,936 171,936
減価償却費 0 0
新聞図書費 3,024 3,024
租税公課 0 363,500 363,500
雑費 648 648 137,813 138,461

その他計 12,958,436 536,260 13,494,696 2,417,139 15,911,835
16,744,455 536,260 17,280,715 2,829,587 20,110,302

３．固定資産の増減内訳 （単位：円）
科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却費 期末帳簿価額

有形固定資産 0 0
什器備品（ＰＣ） 1 0 0 1 0 1

４．役員及びその近親者との取引内容 （単位：円）
期首残高 取引額 支払額 期末残高

アイユーテクノ（有） 642,643 9,444,283 9,426,978 659,948

計算書類の注記

※ガードシステム利用料として

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。

有形固定資産は，法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。



全事業所 平成30年 8月31日 現在
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人エコ・テクル

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金           11,623 
      普通　預金        4,014,460 
        西日本シティ銀行　福岡支店       (2,514,287)
        福岡中央銀行　博多駅東支店       (1,500,173)
        現金・預金 計        4,026,083 
    （売上債権）
      売　掛　金          286,200 
        相田化学郡山         (140,410)
        相田化学神奈川       (△140,410)
        大谷化学工業         (115,171)
        三藤商事         (131,285)
        ﾆｯｺｰﾌｧｲﾝﾒｯｸ           (2,808)
        協和工業          (25,920)
        札幌三信運輸          (11,016)
        売上債権 計          286,200 
          流動資産合計        4,312,283 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      什器　備品                1 
        有形固定資産  計                1 
    （無形固定資産）
      電話加入権           34,440 
        無形固定資産  計           34,440 
    （投資その他の資産）
      保　証　金          120,000 
        投資その他の資産  計          120,000 
          固定資産合計          154,441 
            資産の部  合計        4,466,724 

  【流動負債】
    買　掛　金          670,820 
      アイユーテクノ         (670,820)
    未　払　金          755,004 
    預　り　金           93,275 
      健康保険料          (27,140)
      厚生年金保険料          (42,090)
      雇用保険料           (7,517)
      所得税          (16,528)
    仮　受　金        1,656,649 
      ＪＷＮＥＴ       (1,656,649)
    未払法人税等          218,500 
    未払消費税等          363,500 
      流動負債  計        3,757,748 



全事業所 平成30年 8月31日 現在
[税込] （単位：円）特定非営利活動法人エコ・テクル

        負債の部  合計        3,757,748 
 
        正味財産          708,976 


