


























松岡 康成代表理事

高村 和明事務局長

ひばりが丘での活動も３年が経過しました。活動の定着が見
られる一方、様々な新規事業にもチャレンジし、ツアー事業
で活動を対外的にも発信しながら、ハンドメイド作家の皆さ
んとの新しいつながりも創出するなど、活動の多様化が進ん
だ１年となりました。持続的な活動ができるよう、事業収益
を確保しつつ、「まちにわ」づくりを進めて行きたいと思い
ます。引き続きよろしくお願い致します。

2016年度はにわジャムを始め新しいものを生み出す１年でし
たが、2017年度では、ひばりが丘団地自治会様主催のお祭り
へ出店、福引への参加、子ども山車の復活など、以前から行わ
れている行事への参加を通じて、ひばりが丘という地域によ
り深く結びつくことができた年となりました。地域の歴史と
先輩方の活動に学び、ひばりが丘のよさを活かし発信してい
きます。引き続きご参画・ご支援よろしくお願い致します。

一般社団法人である「まちにわ ひばりが丘」は、正会員によって構成される「総会」と、「理
事会」および実務全般を行う「事務局」によって構成されています。2017年度では、シテ
ィテラスひばりが丘のみなさんに正会員にご加入いただきました。今後も、新しい街区の管
理組合、団地管理組合の皆様にもご加入いただく予定です。
また、理事会は、現在は街区事業者およびUR都市機構を中心に組織されています。理事・
監事については、2020年度からの住民主体へ移行するべく、準備を進めています。

組織概要
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個別注記表

■全体
【2017年度 支出の構成】

【2017年度 収入の構成】

【会員の構成】

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日 )

一般社団法人 まちにわ ひばりが丘

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
　①計算書類及びその附属明細書の作成基準
　一般に公正妥当と認められる企業会計の
　基準に準拠して　作成している。

　②固定資産の減価償却の方法
 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く )
 定率法を採用している。
 ただし、平成 10 年４月１日以降に
 取得した 建物 ( 付属設備を除く )
 については、定額法を採用している。
 なお、主な耐用年数は
 次のとおりである。
 建物  ９年
 構築物  15年
 工具、器具及び備品 ４年～６年

　③その他計算書類の作成のための基本となる
　　重要な事項
  (1) 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は
 税込方式で計上している。
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有形固定資産及び
無形固定資産の
明細区分

資産の種類
期首帳簿

価額

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

期末

帳簿価額

減価償却

累計額

償却

累計率 (%)

有形固定 資産

建物 54,887,329 0 7,296,703 47,590,626 17,558,532 26.95%
構築物 15,234,738 0 2,026,219 13,208,519 5,394,163 29.00%
工具器具備品
その他

1,427,534 831,000 842,140 1,416,394
102,240

1,781,606
51,120

55.71%

計 71,549,601
153,360
984,360 0

51,120
10,216,182 62,317,779 24,785,421

33.33%
28.46%

重要な固定資産の明細附属明細書

科目 金額
(経常損益の部 )

経常収益
事業収益

正会員収入 1,455,600
賛助会員収入 291,500
家賃収入 3,369,600
施設利用収入 2,224,120
広告収入 356,400
イベント収入 451,287
その他事業収入 1,534,580

　　　財務収益
受取利息 906
雑収入 1,141,613 10,825,606

経常費用
事業費用
管理費用

給与手当 3,028,489
法定福利費 20,597
外注費 11,016,000
広告宣伝費 1,865,877
イベント運営費 978,556
交際費 135,078
会議費 86,185
旅費交通費 15,050
通信費 141,619
消耗品費 22,075
事務用品費 746,154
水道光熱費 1,270,103
諸会費 15,000
支払手数料 2,752,282
地代家賃 1,477,440
リース料 185,328
保険料 63,690
租税公課 265,100
減価償却費 10,216,182
雑費 109,741 34,410,546

経常利益 23,584,940
税引き前当期純利益 23,584,940
法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000
当期純利益 23,654,940

( 単位 :円 )
損益計算書（全体）
(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日 ) ( 単位 :円 )

科目 金額
( 経常損益の部 )

経常収益
事業収益

正会員収入 0
賛助会員収入 0
家賃収入 3,369,600
施設利用収入 2,220,120
広告収入 356,400
イベント収入 0
その他事業収入 1,531,580

　　　財務収益
受取利息 906
雑収入 1,041,613 8,520,219

経常費用
事業費用
管理費用

給与手当 2,924,890
法定福利費 19,892
外注費 10,639,165
広告宣伝費 1,668,380
イベント運営費 14,550
交際費 124,526
会議費 78,300
旅費交通費 15,021
通信費 49,539
消耗品費 21,319
事務用品費 608,554
水道光熱費 1,226,655
諸会費 14,486
支払手数料 2,629,824
地代家賃 1,426,899
リース料 178,988
保険料 51,476
租税公課 256,031
減価償却費 9,437,803
雑費 106,507 31,579,441

経常損失 23,059,222
税引き前当期純損失 23,059,222
法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000
当期純利益 23,129,222

損益計算書 (収益事業 )
(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日 )

科目 金額 科目 金額
( 資産の部 ) ( 負債の部 )

流動資産 99,002,838 流動負債 7,483,189
現金及び預金 98,588,881 未払金 6,823,989
前払費用 43,200 未払法人税等 70,000
未収収益及び未収入金 288,857 前受金 330,000
その他 81,900 前受収益 259,200

固定資産 63,056,499 固定負債 1,777,600
有形固定資産 62,317,779 長期預り保証金 1,000,000

建物 65,149,158 長期預り敷金 777,600
構築物 18,602,682
工具器具備品 3,198,000 負債合計 9,260,789
その他 102,240 ( 純資産の部 )
減価償却累計額 △ 24,734,301 利益剰余金 152,798,548

投資その他の資産 738,720 利益剰余金 152,798,548
敷金 738,720

純資産合計 152,798,548
資産合計 162,059,337 負債・純資産合計 162,059,337

( 単位 :円 )
貸借対照表 
(H30.3.31現在 )

理事を大和ハウス工業、住友不動産、コスモスイニシア、
オリックス不動産の社員が務め、監事をUR都市機構の職員が務めます。

理事会

各街区の管理組合（ひばりが丘フィールズ1番街・2番街・けやき通り・
シティテラスひばりが丘）とデベロッパー各社（大和ハウス工業・住友不動産・

コスモスイニシア）と一緒にまちづくりを行います。

総会（正会員）

連携

ひばりが丘団地ほか
近隣の自治会、関係団体

近隣の団体

運営委託

HITOTOWA INC.

事務局
外注費の内訳として主だったものは、事務局業の
委託費のほか、法務顧問および経理会計・労務処
理の委託費となっています。

外注費の内訳を教えてください。Q 3

一般社団法人法において定められている形式です。
全事業のうち、収益事業における損益を計算し、税
金を納めています。

損益計算書が全体と収益事業に
わかれているのはなぜですか？Q 5

新規事業として企画・実施してきた事業による
収入です。具体的には、手しごとのお店「HACO 
NIWA」の出店料、エリアマネジメントツアー参
加費、自動販売機設置による手数料収入などが
あります。

その他事業収入の内訳を教えてくだ
さい。Q 2

ひばりテラス118は、利用登録をすればどなたで
も利用することができます。なお、まちにわ ひ
ばりが丘個人会員および賛助会員の皆さんは、施
設利用の特典があります。詳しくは窓口までお問
い合わせください。

ひばりテラス118は、
ひばりが丘団地エリアに住んでいる
住民しか使えないのですが？

Q 6

ひばりテラス118にある家具・什器・厨房器具の
ほか、施設全体の改修工事部分についても固定資
産として計上しているためです。

固定資産が多いのはなぜですか？Q 4
11%

外注費
33%

イベント運営費
4%

広告収入  3%

イベント収入  4%

個人賛助会員
27人法人賛助会員

2人

個人会員
398人

ひばりテラス118の施設運営に関わる費用や各種
イベントの費用、さらに新たな収益事業づくりな
どに充てさせていただいています。

各住戸からの会費（正会員収入）は
どのように使われているのですか？Q 1

会計報告

その他一般管理費
13%

その他一般管理費
13%

イベント運営費
5%

■減価償却費を除く

広告宣伝費 5%

広告宣伝費 8%
水道光熱通信費

4%

水道光熱通信費
4%

地代家賃
4%

■地代家賃
4%

外注費
32%

外注費
46%減価償却費

30%

給与手当
9% 給与手当

9%

正会員
収入 13%

賛助会員収入 3%

家賃収入 31%

施設利用料収入
  　　21%

その他収入
  　25%

個人会員
574人
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