
事　業　名 　内　　容 実　施 実　施 従事者 受益対象者の

囲

支出額

日　時 場　所 人　数 範囲及び人数 （千円）

同上

会員企業セミ

ナールーム

同上

H18.10.12同上

同上 Cocoa実用セミナー　NSView

応用編

H19.1.26

同上 MOSAオンラインセミナー H19.1.22~

１ヶ月

同上 オンラインによる初級プログラ

マのスキルアップセミナー

１年間

（随時）

FileMakerPro8基礎ハンズオ

ンセミナー

H19.2.9

同上 ネットワークプログラミング入

門講座・基本編

H19.3.16 初級開発技術者

14名

162

3人 67初級開発技術者

8名

123

オンライン 2人 初級開発技術者

2コース延べ12名

69

オンライン

8人 開発技術者不特定

70名

208

7人

初開発技術者

6名

189

不特定　　44

名

252

2人

技術動向調査および海外の開発

会議の報告会

H18.10.21 貸会場

情報技術に関わる団

体との情報交換、支

援活動

TIC・MOSA「オープンソース

ソフトウェア・シンポジウム

2006」

H18.9.8 金城学院大学

ソフトウエア開発に

関する調査研究事業

海外の開発会議参加者の現地情

報交換会

H19.1.25 貸会場 4人 不特定　　　　32

名

148

同上

不特定　　6

回延べ75名

229ソフトウェア開発に

関する普及啓発事業

ベテラン技術者と初心者を含め

たプログラマに興味のある人と

の新年情報交換会/東京・大阪

H19.1.25/2

.9

貸会場

12人(延

べ）

開発勉強会、情報交換会/東

京・大阪・札幌

H18.4.12/5

.26/7.14/8

.24/9.22/1

0.12

貸会場

3人 初級実務者

11名

H18.7.27 会員企業セミ

ナールーム

初級実務者

8名

初級実務者

6名

初級開発技術者

13名

3人

77

同上 Cocoa実用セミナー

NSTableView編

H18.12.8 会員企業セミ

ナールーム

5人 初級開発技術者

6名

84

同上 FMPro8基礎セミナー

3人 中上級開発技術者

7名

95

H18.10.20-

10.21

貸会場

ソフトウエア開発に

関する教育事業

UniversalBinary化実践セミ

ナー

H18.4.7 会員企業セミ

ナールーム

随時 オンライン 4人 不特定多数（ウェ

ブサイト閲覧者）

会員312名

10人 開発技術者

70名

420

892

4,621

3,007

同上 会員がジョブスキルを登録し、

HPで一般公開する相互ビジネス

支援事業

常時 事務局 6人 不特定

登録：18件、

照会：9件

180

毎週火曜日

発刊

事務局 8人 ソフト開発企業及

び個人　　805

名

書式第９号

平成１８年度　　事　業　報　告　書
平成１8年４月１日　から　平成１9年３月３１日まで

特定非営利活動法人MOSA

１　事業の成果

　　　東京との情報格差を補うために、地方での情報交換会の開催を積極的に実施した。

　　　18年度よりオンラインセミナーを開始し、地方在住者への学習の機会を広げる事が出来た。

　　　セミナーのラインナップを充実し、各分野にわたるスキルアップセミナーを開催した。

　　　海外での開発者会議期間中に現地で行なった日本人開発者向けの情報交換会が好評であった。

　　　ビジネス支援情報システムの問合せ件数が定着し、好結果を得た件数が増加している。

　　　ウェブサイト内のQ&A掲示板に加え、「ニュース解説コーナー」の新設により、情報収集の場を増やすことに貢献出来た。

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

ソフトウェア開発技

術に関する情報収集

及び情報提供事業

メールマガジン「モサ伝」によ

る、ソフト開発現場で必要な技

術情報の提供

3人

同上 プログラミングQ&A掲示板設置

による技術情報の提供

同上 ベテラン技術者と初心者を含め

た１泊２日のプログラミング合

宿セミナー

随時 オンライン 4人

同上 日本語に要約を行なった技術文

書の公開による技術情報の提供

会員企業セミ

ナールーム

3人会員企業セミ

ナールーム

3人

同上 Xcodeのソースコード管理入門

セミナー

H18.11.25 会員企業セミ

ナールーム

63

114

3人 初級開発技術者

3名

同上 FileMakerPro8基礎ハンズオ

ンセミナー

H18.11.16 会員企業セミ

ナールーム

3人

Xcodeのソースコード管理入門

セミナー

同上

45企業内のサーバー

担当者　8名

3人会員企業セミ

ナールーム

OSXオープンソースによる

サーバシステム構築セミナー

90会員企業セミ

ナールーム

H18.10.12

H18.8.3XServer導入セミナー同上 47企業内のサーバー

担当者14名

3人メディアネット

ワーク銀座文化

サロン

不特定　　　　延

べ1,000名

20

同上 オープンソース　カンファレン

ス2007に後援＆セミナー開催

H19.3.16 カンファレンス

会場（日本電子

専門学校）

４人 不特定　　　　延

べ1,200名

40



書式第１１号（法第２８条関係）

勘定科目 金　額 （単位：円）

Ⅰ.　資産の部
　1.　流動資産

銀行預金 2,721,895    
現金 40,320          
前払費用 143,510        
立替金 12,662          
什器備品 -                      
保証金 285,000        

3,203,387    
資産の部合計 3,203,387      

Ⅱ.　負債の部
　1.　流動負債

預り金 646,999        
前受金 385,000        
未払費用 20,122          

1,052,121    
負債の部合計 1,052,121      

1,973,603      
177,663          

2,151,266      

3,203,387      

　平成18年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成１９年３月３１日現在

特定非営利活動法人MOSA　　　

Ⅲ.　正味財産の部

資金の範囲には、現金・銀行預金・前払費用・立替金・保証金・預り金・前受金を含めています。

　　　前期繰越正味財産
　　　当期正味財産増減額

　　　正味財産合計

　　　　負債および正味財産合計



書式第１２号（法第２８条関係）

科　　　　目 　　　　　　　　金　　　額 （単位：円）
Ⅰ.　収入の部
　1　会費入会金収入
　　　　入会金収入 0
　　　　会費収入 10,745,000 10,745,000                      
　２　事業収入
　　（１）情報収集事業収入 78,600
　　（２）教育事業収入 1,990,150
　　（３）普及啓発事業収入 541,500
　　（４）調査研究事業収入 78,600
　　（５）その他事業収入 0 2,688,850                         
　３　補助金等収入
　　　　民間助成金収入 1,000,000 1,000,000                         
　４　寄付金収入 4,410 4,410                                 
　５　その他収入
　　　　雑収入 6
　　　　利息収入 2,273 2,279                                 

　　当期収入合計 14,440,539                      
　収入合計 14,440,539                      

Ⅱ　支出の部
　１　事業費
　　（１）情報収集事業費 4,178,939
　　（２）教育事業費 4,276,170
　　（３）普及啓発事業費 2,305,403
　　（４）調査研究事業費 355,594
　　（５）その他事業費 2,560

11,118,666                      

　2.　管理費
　　　　　給料手当（雑給含む） 0
　　　　　業務委託費 1,447,386
　　　　　福利厚生費 0
　　　　　広告宣伝費 0
　　　　　旅費交通費（事務局） 40,360
　　　　　通信費 205,467
   　　　   水道光熱費 63,560
　　　　　登記公課 2,000
　　　　　接待交際費 0
　　　　　会議費 112,324
　　　　　消耗品費 9,869
　　　　　事務用品費 50,394
      　　   賃借料 1,140,000
      　　　保険料 0
　　　　　荷造運賃 21,100
　　　　　支払手数料 43,035
　　　　　諸雑費 8,715
       　　  雑損失 0

3,144,210                         

　３　予備費
　　　　　予備費 0 0

　当期支出合計 14,262,876                      
　収　入　合　計 14,440,539                      

　当期収支差額 177,663                            
　前期繰越収支差額 1,973,603                         
　次期繰越収支差額 2,151,266                         

　18年度　　　特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
平成18年4月1日から　平成19年3月31日まで

特定非営利活動法人MOSA



書式１０号（規則第１１条関係）

　 科　　　　　　　目
Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　　現金預金

　　　　　現金　　　　 40,320             

　　　　　普通預金　三井住友銀行渋谷支店 2,721,895       

　　　　立替金 12,662             

　　　　前払費用 143,510          

　　　流　動　資　産　合　計 2,918,387       

　２　固定資産

　　　　什器・備品 -                        

　　　　保証金 285,000          

　　　固　定　資　産　合　計 285,000          

　　資　産　合　計

3,203,387       

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　　預り金 646,999          

　　　　前受金 385,000          

　　　　未払費用 20,122             

　　　流　動　負　債　合　計 1,052,121       

　２　固定負債 -                        

　　　固　定　負　債　合　計 -                        

　　負　債　合　計

1,052,121       

　　正　味　財　産 2,151,266       

　　18年度　　　特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成１９年３月３１日現在

特定非営利活動法人　MOSA　　　

金　　　　　　額　　（単位：円）



MOSA

科　　　　　　目

 Ⅰ　収入の部

 　１　会費・入会金収入

 　　　　入会金収入            -

 　　　　会費収入   10,900,000   10,900,000   10,745,000   10,745,000     -155,000     -155,000

 　２　事業収入

　　　(1)情報収集及び情報提供事業収入      100,000       78,600      -21,400

　　  (2)教育事業収入    3,100,000    1,990,150   -1,109,850

　　　(3)普及啓発事業収入      800,000      541,500     -258,500

      (4)調査研究事業            -       78,600       78,600

　　　(5)事業に係るその他の収入      150,000            -     -150,000

   4,150,000            -    2,688,850   -1,461,150

 　３　補助金等収入

 　　　　地方公共団体補助金収入            -

 　　　　民間助成金収入    2,500,000    2,500,000    1,000,000    1,000,000   -1,500,000   -1,500,000

 　４　寄付金収入            -        4,410        4,410        4,410        4,410

 　５　その他収入

　　　　　雑収入            -            6            6

　　　　　利息収入          100        2,273        2,173

         100        2,279        2,179

 　　当期収入合計   17,550,100   14,440,539   -3,109,561

 　収　入　合　計   17,550,100   14,440,539   -3,109,561

 Ⅱ　支出の部

 　１　事業費

 　　(1)情報収集及び情報提供事業費    4,600,000    4,178,939     -421,061

 　  (2)教育事業費    5,600,000    4,276,170   -1,323,830

     (3)普及啓発事業費    1,800,000    2,305,403      505,403

　　 (4)調査研究事業       50,000      355,594      305,594

     (5)その他事業費      100,000        2,560      -97,440

  12,150,000   11,118,666   -1,031,334

 　２　管理費

 　　　　役員報酬            -            -

　 　　　給料手当            -            -

　　　　 福利厚生費            -

　　　　 事務局費(業務委託費）    2,300,000    1,447,386     -852,614

  　　　 賃借料/水道光熱費    1,200,000    1,203,560        3,560

　　　   消耗品費／事務用品費      160,000       60,263      -99,737

         旅費交通費       80,000       40,360      -39,640

　　　　 通信／荷造運搬費      270,000      226,567      -43,433

       　会議費      130,000      112,324      -17,676

 　　　　広告宣伝費       50,000            -      -50,000

　　　　 支払手数料       50,000       43,035       -6,965

　　　　 租税公課／登記公課       10,000        2,000       -8,000

 　　　　諸雑費／雑損失       50,000        8,715      -41,285

　　　　 予備費      100,000            -     -100,000

   4,400,000    3,144,210   -1,255,790

 　３　予備費

 　　　　予備費      100,000      100,000            -            -     -100,000     -100,000

 　　当期支出合計   16,650,000   14,262,876   -2,387,124

　 支　出　合　計   16,650,000   16,650,000   -2,387,124

　 収　入　合　計   17,550,100   14,440,539   -3,109,561

 　当期収支差額      900,100      177,663     -722,437

　 前期繰越収支差額    1,973,603    1,973,603

   次期繰越収支差額    2,873,703    2,151,266     -722,437

平成１８年度予算・実績表

平成１8年度実績
金　　　　　　額

平成１8年度予算 差　　額
金　　　　　　額金　　　　　　額



平成19年度特定非営利活動法人MOSA

事業計画(案)
平成19年6月28日

1. イベント

Worldwide Developers Conference(WWDC/世界開発者会議)関連（技術部会）

・MOSA WWDC Tour

　WWDC参加者向けにサンフランシスコ迄の格安ツアー「MOSA WWDC Tour」の企画、実施

・ WWDC　カンファレンスEチケット割引購入

　MOSA会員および一般デベロッパ向けに20％割引でカンファレンスチケットを提供。

・ 事前交流ミーティングの開催

　MOSA会員および一般デベロッパ向けにWWDC出発前の顔合わせ会を実施。（5月31日）

・ 現地懇親パーティー

最終日に有志による実費制の情報交換会を実施。（6月15日）

・ WWDC2007報告会

　WWDC参加のMOSA理事による報告会を開催、WWDCへ参加出来なかった開発者へのフォローを行う。

「MOSA Software Meeting 2007」（11月23日(祝)-24日(土)/東京都内会場予定／実行委員会）

　１泊２日の合宿形式セミナー。初日午後に「アップルセッション」、夜にキーノートおよび懇親パーティ

ーを開催、2日目は3トラック計9セッション。具体的な内容については実行委員会を中心に企画・調整。

学生プログラマ向けイベントの企画（実行委員またはワーキンググループ）

　「初心者プログラマ向けワーキンググループ」が主担当となり、銀座の Apple ストアシアターを利用し

ての無料セミナーなど企画

2. セミナー

中・上級者向け

・ ネットワークプログラミング入門講座・応用編（6月以降・日程の調整／高橋運営委員）

・ ドライバー関連セミナー（6月以降・日程の調整／外部講師）

・ Cocoa（リゾリーションインディペンデント対応など）、Carbon、Server関連セミナー（企画予定）

初級者向け

・ ネットワークプログラミング入門講座・基本編（6.2／高橋運営委員）

・ プログラミング倶楽部（道場修了者対象／高橋運営委員）

・ Cocoa、Carbon、Server関連セミナー（企画予定）

その他

・ オープンソース ハンズオンセミナー~NeoOffice 基本編~（5月／籠谷）

・ オープンソース ハンズオンセミナー~NeoOffice 応用編~（6月以降企画／籠谷）



・ コマンドラインのセミナー（5月／外部講師）

・ Dreamweaver 8 セミナー ~ビギナーコース~（5.30／西村運営委員）

・ FileMakerハンズオンセミナー（6.7／外部講師）

・ iPodポッド関連セミナー、携帯コンテンツ系セミナー、プログラマ独立支援セミナー

3.会員向けの活動

ワーキンググループの始動

　 提案されたWGの活動の承認(理事会)と開始、そのサポート。

MOSAウェブサイトの充実

　「MOSA deBB」、「MOSAExchange」「法人企業無料バナー掲載」などコンテンツの更なる充実を図る。

会員オフ会「MOSAメンバーズカフェ」（各担当）

　東京、関西、札幌での定期開催を今年も継続。

　

MOSA新年パーティー2008

　MOSA理事による「Macworld Conference &Expo」（毎年１月開催）視察報告などを実施。

4.その他

MOSAウェブサイトの充実

　「ニュース解説」、「MOSA伝バックナンバー」の定期更新の継続。その他新コンテンツの企画。

ビジネスマッチング（プロジェクトメンバー）

　4 月末に新システム稼働予定、新しいシステムの PR、利用の促進を実施。外部企業へも積極的なアプロ

ーチを行う。

業界内の他団体との交流、イベント協力（普及啓発部会）

　地方でのオープンソースカンファレンス協賛（6.30札幌での開催協力）

Apple WWDRスタッフ（US、Japan）との連携（技術部会ほか）

　定期的なミーティングの開催

法人会員企業との連携（法人部会）

　年に数回のミーティング、または勉強会の実施

入会促進

　学生・研究室会員　会費免除による勧誘活動（4月より実施中）

　個人・法人会員　入会キャンペーン（4月より実施中）

　法人会員企業「MacFan」「Mac People」誌による宣伝広告協力（4月末発売）

以上



科　　　　　　目 金　　　　　　額 （単位：円）

 Ⅰ　収入の部

 　１　会費・入会金収入

 　　　　入会金収入               -

 　　　　会費収入       9,900,000       9,900,000

 　２　事業収入

　　　(1)情報収集及び情報提供事業収入         100,000

　　  (2)教育事業収入       3,800,000

　　　(3)普及啓発事業収入         600,000

      (4)調査研究事業         100,000

　　　(5)事業に係るその他の収入               -       4,600,000

 　３　補助金等収入

 　　　　地方公共団体補助金収入               -

 　　　　民間助成金収入       1,000,000       1,000,000

 　４　寄付金収入          10,000          10,000

 　５　その他収入

　　　　　利息収入           2,000           2,000

　　　　　任意団体からの繰入れ金

 　　当期収入合計              15,512,000

 　収　入　合　計              15,512,000

 Ⅱ　支出の部

 　１　事業費

 　　(1)情報収集及び情報提供事業費       2,400,000

 　  (2)教育事業費       3,200,000

     (3)普及啓発事業費         860,000

　　 (4)調査研究事業         100,000

     (5)その他事業費          50,000

      6,610,000

 　２　管理費

 　　　　役員報酬               -

　　　　 事務局費       6,800,000

　　　　 賃借料／水道光熱費       1,250,000

　　　   消耗品費／事務用品費          80,000

         旅費交通費         100,000

　　　　 通信／荷造運搬費         250,000

       　会議費         120,000

     　  広告宣伝費          60,000

　　　　 支払手数料          50,000

　　　　 租税公課／登記公課          10,000

　　　　 諸雑費／雑損失          30,000
      8,750,000

 　３　予備費

 　　　　予備費         100,000         100,000

 　　当期支出合計              15,460,000

　　収　入　合　計              15,512,000

 　当期収支差額                    52,000

   次期繰越収支差額               2,203,266

書式第８号（法第１０条関係）
平成19年度特定非営利活動にかかる事業会計収支予算書

平成19年　4月　1日から　20年　3月　31日まで

特定非営利活動法人　MOSA



平成18年度役員一覧 平成19-20年度　新役員候補一覧

氏名 役名 変更日時　 法人内役職 氏名 役名 変更日時　 法人内役職

矢野　孝一 理事 平成19年5月31日任期満了 会長 岩田　勇 理事 平成19年6月1日再任
岩田　勇 理事 平成19年5月31日任期満了 副会長 林　伸夫 理事 平成19年6月1日再任
林　伸夫 理事 平成19年5月31日任期満了 副会長 小池　邦人 理事 平成19年6月1日再任
小池　邦人 理事 平成19年5月31日任期満了 専務理事 高橋　政明 理事 平成19年6月1日再任
佐藤　徹 理事 平成19年5月31日任期満了 常任理事 松木　英一 理事 平成19年6月1日再任
高橋　政明 理事 平成19年5月31日任期満了 常任理事 大谷　和利 理事 平成19年6月1日新任
田中　太郎 理事 平成19年5月31日任期満了 常任理事 高橋　真人 理事 平成19年6月1日新任
松木　英一 理事 平成19年5月31日任期満了 常任理事 小林　正明 監事 平成19年6月1日再任
石崎　治 理事 平成18年11月6日辞任 小野　慎一 監事 平成19年6月1日新任

魚井　宏高 理事 平成18年11月6日辞任
大谷　和利 理事 平成18年11月6日辞任
小野　慎一 理事 平成18年11月6日辞任
恩田　英樹 理事 平成18年11月6日辞任
籠谷　正樹 理事 平成18年11月6日辞任
加藤　幹也 理事 平成18年11月6日辞任
小森　良隆 理事 平成18年11月6日辞任
高橋　真人 理事 平成18年11月6日辞任
西村　俊一 理事 平成18年11月6日辞任
野末　尚仁 理事 平成18年11月6日辞任
藤木　脩 理事 平成18年11月6日辞任
リチャード・ノースコット 理事 平成18年11月6日辞任
小林　正明 監事 平成19年5月31日任期満了
西原　由実 監事 平成19年5月31日任期満了


