
特定非営利活動法人トップエスイー教育センター 

平成２５年度通常総会 議案書 

 

日 時：平成２６年３月２６日（火） １１：３０～１２：３０ 

場 所：国立情報学研究所２０階 ミーティングルーム１(2010室) 

東京都千代田区一ツ橋2-1-2 

http://www.nii.ac.jp/introduce/access1-j.shtml 

議事次第： 

１）開会の辞 

２）議長選出 

３）議案 

第1 号議案 平成25 年度活動・事業報告 

第2 号議案 平成25 年度会計収支報告、監事報告 

第3 号議案 平成26 年度活動・事業計画、収支予算 

 

以上 

 



1132 特定非営利活動法人　トップエスイー教育センター

平成 25 年度  特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 25 年 12 月 31 日  現在

科　　　目 ・ 摘　　　要 金　　額（単位：円）

特定非営利活動法人　トップエスイー教育センター

Ⅰ 資産の部
１　流動資産

4, 005, 918　　　普通預金
4, 005, 918流動資産合計

２　固定資産
0固定資産合計

4, 005, 918資産合計

Ⅱ 負債の部
１　流動負債

1, 000　　　短期借入金
8, 168　　　預り金

9, 168流動負債合計
２　固定負債

0固定負債合計
9, 168負債合計

3, 996, 750正味財産



1132 特定非営利活動法人　トップエスイー教育センター

平成 25 年度  特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 25 年 12 月 31 日  現在

特定非営利活動法人　トップエスイー教育センター

科 目 金      額   （ 単 位 ： 円）

Ⅰ　資産の部
  １　流動資産
        現金及び預金 4, 005, 918

4, 005, 918          流動資産合計

  ２　固定資産
          資産合計 4, 005, 918

Ⅱ　負債の部
  １　流動負債
        預り金 8, 168
        短期借入金 1, 000

9, 168          流動負債合計

  ２　固定負債
          負債合計 9, 168

Ⅲ　正味財産の部
3, 343, 964    前期繰越正味財産
652, 786    当期正味財産増加額

          正味財産合計 3, 996, 750
          負債及び正味財産合計 4, 005, 918



1132 特定非営利活動法人　トップエスイー教育センター

平成 25 年度  特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 25 年  1 月  1 日  から  平成 25 年 12 月 31 日  まで

特定非営利活動法人　トップエスイー教育センター

科 目 金      額   （ 単 位 ： 円）

（資金収支の部）
Ⅰ　経常収入の部
  １　入会金収入
  ２　会費収入

450, 333        正会員会費収入 450, 333
  ３　事業収入

478, 000        教育事業収入 478, 000
  ４　補助金等収入
  ５　負担金収入
  ６　寄付金収入
  ７　雑収入

569        受取利息 569
      経常収入合計 928, 902

Ⅱ　経常支出の部
  １　事業費

191, 906        雑費 191, 906
  ２　管理費

84, 210        雑費 84, 210
      経常支出合計 276, 116
    経常収支差額 652, 786

Ⅲ　その他資金収入の部
  １　固定資産売却収入
  ２　敷金・保証金収入
  ３　借入金返済収入
  ４　特定預金収入
  ５　繰入金収入
 Ⅳ　その他資金支出の部
  １　固定資産取得支出
  ２　敷金・保証金支出
  ３　借入金返済支出
  ４　特定預金支出
  ５　繰入金支出
    当期収支差額 652, 786
    前期繰越収支差額 3, 344, 964
    次期繰越収支差額 3, 997, 750

（正味財産増減の部）
Ⅴ　正味財産増加の部
  １　資産増加額

652, 786        当期収支差額
  ２　負債減少額
          増加額合計 652, 786
Ⅵ　正味財産減少の部
  １　資産減少額
  ２　負債増加額
      当期正味財産増加額 652, 786
      前期繰越正味財産 3, 343, 964
      当期正味財産合計 3, 996, 750



	 書式第９号	 
	 
	 
	 

平成２５	 年	 度	 	 事	 業	 報	 告	 書	 
	 

	 	 平成25年1月1日から平成25年12月31日まで	 
	 
	 
	 	 	 特定非営利活動法人	 トップエスイー教育センター	 	 
	 
	 １	 事業の成果	 
	 
(1) 国立情報学研究所との間の契約である「トップエスイー教育プログラムの連携・協力に関する協定
書」に基づき、国立情報学研究所と合同でセミナー、およびシンポジウムを開催。	 

(2) トップエスイー教育に関しての短期教育を求める要望に対応してトップエスイーチュートリアルを多数
開催。	 

(3) トップエスイーの教育の普及に関して、関連する技術の勉強会や交流会の開催。	 
(4) ソフトウェア開発に関する先端的な技術に関する交流会の開催。	 
	 

	 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	 
	 

事業名	 内	 容	 実	 施	 
日	 時	 

実	 施	 
場	 所	 

従事者	 
の人数	 

受益対象者	 
の範囲及び	 
人 数	 

支出額	 
（千円）	 

	 

	 (1)教育関連事業	 トップエスイーチ
ュートリアルコー
スなど短期セミナ
ーの実施、および
シンポジウムの開
催サポート	 

H25.1.18,H25.
2.4-5,H25.3.1
6,H25.6.28,H2
5.11.15-16,H2
5.12.13	 
	 
	 

国立情報研
究所	 

	 	 	 	 	 	 5	 会員および	 
一般希望者	 

94	 

	 	 	 	 	 	 	 	 0	 

(2)普及促進事業	 シンポジウム・勉
強会・発表会等の

開催	 

H25.1.18,H25.
2.22,H25.3.3,H
25.5.13,H25.5.
17,H25.5.27,H2
5.6.15,H25.8.
8,H25.10.29,H2
5.11.12,H25.1

2.9	 

国立情報研
究所	 

	 3	 会員，外部有
識者，および	 
一般希望者	 
274	 

	 	 	 	 	 	 	 101	 

	 	 

(3)	 市場調査・研究
事業	 

技術交流会の開催

サポート	 

H25.11.13,H25.
11.17-18,H26.
2.7,H26.3.22	 

国立情報研
究所	 

	 	 	 	 	 	 3	 会員および	 
一般希望者	 

50	 

	 	 	 	 	 	 	 	 90	 

(4)	 他団体交流事業	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 
	 
	 	 （２）その他の事業	 

	 

事業名	 事	 業	 内	 容	 実	 施	 
日	 時	 

実	 施	 
場	 所	 

従事者	 
の人数	 

支出額	 
（千円）	 

	 

事業なし	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 



監事監査報告書 

特定非営利活動法人 

トップエスイー教育センター 

理事長 本位田 真一殿 

平成26年3月14日 

特定非営利活動法人 

トップエスイー教育センター 

監事 深澤 良彰 印 

 

 

 

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの会計及び業務の監査を行い､次のとおり報告する｡ 

 

 

1. 監査の方法 

(1) 会計監査について､関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討し

た｡ 

(2) 業務監査について､関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて､業務執行の妥当性を検討し

た｡ 

 

2. 監査意見 

(1) 収支計算書､正味財産増減計算書､貸借対照表､財産目録は､会計帳簿の記載金額と一致し､法人の収支状

況及び財産状態を正しく示しているものと認める｡ 

(2) 事業報告書の内容は真実であると認める｡ 

(3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める｡ 

 

以上 



書式第８号（法第１０条関係）　　　

特定非営利活動法人

（単位：円）

Ⅰ　経常収入の部
１　会費・入会金収入

入会金収入 0
会費収入 620,000

２　事業収入
(1)教育事業収入 1,960,000
(2)普及促進事業収入 0

３　補助金等収入
地方公共団体補助金収入 0
民間助成金収入 0

４　寄付金収入 0

５　その他収入
利息収入 500
任意団体からの繰入金 0

６　その他の事業会計からの繰入 0
　　経常収入合計 2,580,500

Ⅱ　経常支出の部
１　事業費 2,425,000

(1)教育事業費 1,025,000
(2)普及促進事業費 800,000
(4)市場調査研究事業費 300,000
(5)他団体交流事業事業費 300,000

２　管理費 150,000
役員報酬 0
給料手当 0
什器備品費 0
光熱水費 0
消耗品費 150,000
通信運搬費 0
賃借料 0
旅費 0
会議費 0
印刷製本費 0
租税公課 0

　　経常支出合計 2,575,000
　　経常収支差額 5,500

Ⅲ　その他資金収入の部
１　固定資産売却収入 0
　　
　　その他の資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部
１　固定資産取得支出
　
2

　　その他の資金支出合計

当期収支差額 5,500

前期繰越収支差額 2,091,134

　　次期繰越収支差額 2,096,634

（注）・・・・・備考の５を参照　

科 目 金 額

（経常収支の部）

2014年度　　　　特定非営利活動に係る事業　　会計収支予算書

2014年1月　1日から2014年12月31日まで

トップエスイー教育センター
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