
特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会

2009年度　総会

2009年5月28日
於　代々木ビジネスセンター（第1会議室）

議　案

第1号議案 平成20年(2008年)度活動報告の件

第2号議案 平成20年(2008年)決算報告、監査報告の件

第3号議案 平成21年(2009年)度活動計画の件

第4号議案 平成21年(2009年)度予算の件

第5号議案 役員改選の件
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第1号議案　　平成20年（2008年）度活動報告の件
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特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会

　　を開設、パンフレット再作成と配布啓蒙

２ 事業の実施に関する事項

事　業　名 事　業　内　容 実施日時 実施場所

通年 200

通年 50

電子ニューズレターの発行 通年 会員全員 50

東京 451

パンフレット作成
164

通年 東京 0

宮崎 15

117

本事業の活動は、今年度は行わなかった。 0

調査研究部会の運営

東京 514

76

山梨 5

熊本 0

1,642

平成20年度　　事　業　報　告　書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

1 事業の成果
　(1) 非営利活動の事業1，2、3、6を中心に事業活動
　(2) 事業1：Webサイト，メーリングリストによる情報交換，OSSビジネスセミナーの開催、Websiteにネットフォーラム

　(3) 事業2：OO2bの運営(メーリングリストによる情報交換)，ODFシール配布による啓蒙活動、OOo利用セミナーの共催
　(4) 事業3：OSSビジネスモデルの研究セミナー開催(1回)
　(5) 事業6： OSC2008への参加(3回)、OSS山梨研究会のOSSセミナー後援，湖東カレッジ情報建築専門学校と協賛関係を
　　締結，OSS関連団体とシンポジウム開催、熊本MLO・NEXT熊本主催「OSSシンポジウム」およびOOo研修を協賛

　(1) 特定非営利活動に係る事業
従事者の
人数

受益対象者の範
囲及び人数

  支出額　
（千円）

オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する啓蒙普及を図る事
業

Webサイトによる情報提
供

主たる
事務所 2名 会員全員会員外

不特定多数
メーリングリストとネット
フォーラムによる情報交
換

主たる
事務所 3名 会員全員

主たる
事務所 5名

OSSビジネスセミナー開催 H20年５月 10名    会員50名、   
会員外100人

H20年9月 主たる
事務所 5名 正会員全員

賛助会員
オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する情報の収集・蓄積
・整備および提供を図る事業

OpenOffice.orgイニシアテ
ィブの運営 2名 会員50名、   会

員外200人
OpenOffice.orgとOSS利用
技術セミナー H20年11月 5名 会員全員

会員外100人
オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する技術促進を図る事
業

ビジネスモデル部会の運
営 通年6回 主たる

事務所 5名 会員20名
会員外30名

オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する社会的および法的
問題の調査・研究・提言を図る事業
オープンソースソフトウェアに関わ
る人材育成のための研修・研究およ
び認定を図る事業

通年6回 主たる
事務所 5名 会員10名

会員外10名 0

オープンソースソフトウェアに関わ
る人材および団体の活動支援および
交流を図る事業

他団体とのOSS利用技術シ
ンポジウムの共催 H21年2月 10名 会員50名

会員外100人
OSC2009への参加 H20年9月

 H21年2月
島根、東京
、仙台 1名 会員10名

会員外400名
山梨OSS研究会セミナー参
加

H20年10月 3名 会員3名
会員外50名

「OSSシンポジウムin熊本
」、OOo研修セミナー協
賛

H20年10月 10名 会員20名
会員外120名

　（2）その他の事業
　　H20年度も実施しなかった



第2号議案　　平成20年（2008年）度決算報告、監査報告の件
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特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会
（単位：円）

科　　　　目 金　　　額
I 収入の部

1 会費・入会金収入
会費収入　（正会員 489,000 
会費収入　（賛助会員 1,200,000 
フォーラム協賛費 0 1,689,000 

2 事業収入
116,000 
46,500 
165,000 327,500 

3 補助金等収入
地方公共団体補助金収入 0 0 

4 寄附金収入
0 0 

5 その他収入
利息収入 1,907 1,907 

6 その他の事業会計からの繰入 0 0 

当期収入合計 2,018,407 

前年度繰越金 862,152 862,152 

収　入　合　計 2,880,559 

平成20年度「特定非営利活動に係る事業」　 収支計算書
平成20年4月１日から　平成21年3月31日まで

41口)
10口)

事業-1収入(ビジネスセミナー会費　34名)
事業-3収入（ビジネスモデル部会交流会会費　10名）
事業-6収入(フォーラム会費　35名)
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Ⅱ支出の部
1 事業費

(1) 

サーバー管理費 200,000 
ホームページ・メーリングリスト運営費 100,000 
パンフレット作成費 163,800 
総会、セミナーの開催 　　会場費ほか 451,390 915,190 

(2) 

14,990 
　 14,990 

(3)

ビジネスモデル研究会会議費 22,997 
交流会開催費 94,513 117,510 

(4)

研究会会議費 0 0

(5) 

研究会会議費 0 0

(6) 

207,460 
フォーラム講演料 120,000 
フォーラム交流会開催費 183,300 

75,940 
他団体催事への参加 8,250 594,950

事業費合計 1,642,640 

2 管理費
役員報酬 0 
給料手当 0 
事務委託費 0 
什器備品費 0 
光熱水費 0 
消耗品費 11,053 
通信運搬費 66,485 
印刷製本費 18,220 
租税公課 1,000 
交通費 0 
会議費 20,450 
雑費 2,939 

管理費合計 120,147 

当期支出合計 1,762,787 

当期収支差額 255,620

次期繰越収支差額 1,117,772 

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する啓
蒙普及を図る事業

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する情
報の収集・蓄積・整備および提供を図る事業
OpenOffice.orgとOSS利用技術セミナー

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する技
術促進を図る事業

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する社
会的および法的問題の調査・研究・提言を図る事業

オープンソースソフトウェアに関わる人材育成のための
研修・研究および認定を図る事業

オープンソースソフトウェアに関わる人材および団体の
活動支援および交流を図る事業
OSSフォーラムの開催　　　　会場費

OSC2008への参加
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　　　特定非営利活動法人　オープンソースソフトウェア協会

（単位：円）
科　　　　　目 金　　　　　　　　額

Ｉ 資産の部
1 流動資産
現金預金
　現金　現金手許有高

1,087,469 
252,000 

　未収入金 0 
79,800 

流動資産合計 1,419,269 
　　資　産　合　計 1,419,269 
II 負債の部
1 流動負債

301,497 
　前受金 0 
流動負債合計 301,497 

負　債　合　計 301,497 
正　味　財　産 1,117,772 

平成20年度 「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

平成21年3月31日現在

普通預金 三菱東京UFJ銀行 春日町支店
郵便振替　00100-7-409625　　

　前払金（H21総会会場費）

　未払金（サーバー管理費・事務経費）
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　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　オープンソースソフトウェア協会

（単位：円）
科　　　　　目 金　　　　　　　　額

Ｉ　資産の部
1 流動資産
　現金預金 1,339,469 
　事業未収金 0 
　未収会費 0 
　前払金 79,800 
流動資産合計 1,419,269 

2 固定資産
　固定資産 0 
固定資産合計 0 

　　資　産　合　計 1,419,269 
ＩＩ　負債の部

1 流動負債
301,497 

　前受金 0 
流動負債合計 301,497 

2 固定負債
固定負債合計 0

　　負　債　合　計 301,497 
Ⅲ　正味財産の部
正　味　財　産 1,117,772 
負債及び正味財産合計 1,419,269 

平成20年度 「特定非営利活動に係る事業」貸借対照表

平成21年3月31日現在

　未払金（サーバー管理費・事務経費）



平成21年5月28日
特定非営利活動法人オープンソースソフトウエア協会
会　長　　足立　國功　　殿

監　事　　山口　やよい　印

監　査　報　告　書

私は、特定非営利活動法人オープンソースソフトウエア協会の定款第15条の規定に基づき、協
会の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの計算書類について監査を行った結果、次
のように報告します。

１　適正かつ正確に表示されているものと認めます。

２　業務執行に関する不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

以上

- 7 -



平成21年5月28日

特定非営利活動法人オープンソースソフトウエア協会
会　長　　足立　國功　　殿

監　事　　佐野　　稔　印

監　査　報　告　書

私は、特定非営利活動法人オープンソースソフトウエア協会の定款第15条の規定に基づき、協
会の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの計算書類について監査を行った結果、次
のように報告します。

１　適正かつ正確に表示されているものと認めます。

２　業務執行に関する不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

以上
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第3号議案 平成21年（2009年）度活動計画の件

次の通り平成21年（2009年）度の活動を計画しております。
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特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会
１　事業実施の方針

２ 事業の実施に関する事項

事　業　名 事　業　内　容

通年 150

通年 100

電子ニューズレターの発行 通年 会員全員 50

東京 500

パンフレット作成、配布
150

通年 東京 50

通年 熊本 200

100

0

調査研究部会の運営
100

東京 500

他団体催事への参加 東京、地方 100

2,000

平成21年度　　事　業　計　画　書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

　(1) OSS アプリケーションおよびそのビジネスモデルに焦点を絞り各事業を展開（セミナー、研究会は例年通りの開催
　　とし、活動の一環としてODF支援、OpenOffice.org普及活動も継続）
　(2) 支部、分科会の設立支援と運営支援
　(3)  他団体（特に地方のOSS関連団体）との交流、催事の共催、推進（OSCへの参加、協賛各団体との交流を活性化

　(1) 特定非営利活動に係る事業

実施予定　
日時

実施予定　
場所

従事者の
予定人数

受益対象者の範
囲及び予定人数

   支出　 
見込額　
（千円）

オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する啓蒙普及を図る事
業

Webサイトによる情報提
供

主たる
事務所 2名 会員全員会員外

不特定多数

メーリングリストとネット
フォーラムによる情報交
換

主たる
事務所 3名 会員全員

主たる
事務所 5名

OSSビジネスセミナー開催 H21年５月 10名    会員50名、   
会員外100人

H21年7月 主たる
事務所 5名 正会員全員

賛助会員
オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する情報の収集・蓄積
・整備および提供を図る事業

OpenOffice.orgイニシアテ
ィブの運営 2名 会員50名、   会

員外200人

支部、分科会設立および
運営支援

5名 会員全員
会員外100人

オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する技術促進を図る事
業

ビジネスモデル部会の運
営 通年3回 主たる

事務所 5名 会員20名
会員外30名

オープンソースソフトウェアおよび
その利用に関する社会的および法的
問題の調査・研究・提言を図る事業

本事業の活動は、今年度は計画に組込まない。　　　　　　　　　　　　　会
員から活動要請があった場合は予備費から予算計上する予定。

オープンソースソフトウェアに関わ
る人材育成のための研修・研究およ
び認定を図る事業

通年6回 主たる
事務所 5名 会員10名

会員外10名

オープンソースソフトウェアに関わ
る人材および団体の活動支援および

交流を図る事業

他団体とのOSS利用技術シ
ンポジウムの共催 H22年2月 10名 会員50名

会員外100人

H21年9月
 H22年2月 5名 会員10名

会員外400名

　（2）その他の事業
　　　H21年度も実施しない



第4号議案　　平成21年（2009年）度予算の件

次の通り平成21年（2009年）度の活動予算を予定しております。
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特定非営利活動法人 オープンソースソフトウェア協会
（単位：円）

科　　　　目 金　　　　額
Ⅰ 収入の部

1 会費収入
600,000 
840,000 

0 1,440,000 

2 事業収入

(1) 

120,000 

(6) 

150,000 270,000 

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 0 

4 寄附金収入
0 0 

5 その他収入
利息収入 2,000 2,000 

6 その他の事業会計からの繰入
前年度繰越金 1,117,772 

当期収入合計 2,829,772 

収　入　合　計 2,829,772 

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

平成21年4月1日から　平成22年3月31日まで

正会員70名（50口）
賛助会員5団体（7口）
一般会員70名

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する啓
蒙普及を図る事業
OSSビジネスセミナー参加費

オープンソースソフトウェアに関わる人材および団体の
活動支援および交流を図る事業
OSS利用技術シンポジウム参加費
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Ⅱ 支出の部
1 事業費

(1) 

サーバー管理費 150,000 
ホームページ・メーリングリスト運営費 100,000 

50,000 
500,000 

パンフレット作成 150,000 950,000 

(2) 

50,000 
　 支部、分科会設立および運営支援 200,000 250,000 

(3)

ビジネスモデル部会の開催。研究発表会の開催 100,000 100,000 

(4)
0 0 

(5)

調査研究部会の運営 100,000 100,000 

(6)

500,000 
他団体催事への参加 100,000 600,000 

事業費合計 2,000,000 

2 管理費
役員報酬 0 
給料手当 0 
事務委託費 0 
什器備品費 12,000 
光熱水費 0 
消耗品費 20,000 
通信運搬費 70,000 
印刷製本費 15,000 
租税公課 3,000 
交通費 50,000 
会議費 30,000 
雑費 4,000 

管理費合計 200,000 

3 予備費
予備費 100,000 100,000 

当期支出合計 2,300,000 

当期収支差額 529,772 

次期繰越収支差額 529,772 

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する啓
蒙普及を図る事業

PDF電子ニューズレターの発行
OSSビジネスセミナー開催

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する情
報の収集・蓄積・整備および提供を図る事業
OpenOffice.orgイニシアティブの運営

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する技
術促進を図る事業

オープンソースソフトウェアおよびその利用に関する社
会的および法的問題の調査・研究・提言を図る事業

オープンソースソフトウェアに関わる人材育成のための
研修・研究および認定を図る事業

オープンソースソフトウェアに関わる人材および団体の
活動支援および交流を図る事業
他団体、協賛団体等とのOSS技術情報交流



第5号議案 役員改選の件

平成21年（2009年）度の役員候補を以下の通り選任致します。役員には報酬を支給しませ
ん。

理事
足立　國功 熊本ソフトウェア 株式会社
岩佐　洋司 株式会社コミューチュア
小碇　暉雄 株式会社 シーエーエル
澤田　要 KITシステムズ株式会社
杉田　義明 福善(上海)信息技術有限公司
財部　誠一 日本アイティディ株式会社
寺澤　慎祐 サン・マイクロシステムズ 株式会社
中村　一孝 KN情報システム 株式会社
新部　裕 特定非営利活動法人 フリーソフトウェアイニシアティブ
能登　末之 株式会社 オープンテクノロジーズ
林　　香 株式会社 エスアールエー
樋口　貴章 株式会社 オープンテクノロジーズ
三田　守久 株式会社 オープンテクノロジーズ
山田　博英 株式会社 ソフタス

監事
佐野　稔 有限会社 コンピュータ法務研究所
山口　やよい 清友監査法人
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	次の通り平成21年（2009年）度の活動予算を予定しております。

