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平成２７年度（第６期）事業報告書 

 

ＪＡＦＣＡは、創立６０周年を機に掲げた「ＣＯＬＯＲ Ｍａｋｅｓ Ｖａｌｕｅ ＪＡＦＣＡは

“色”で新しい価値を創造します」というテーマのもとに事業を進めてまいりました。 

昨年度より、理事会内に常任理事会を設置し、事業基盤の強化、再構築を図ってまいりましたが、

今年度は収支面におきまして、指導監修事業の大幅な減少と、会員数の伸び悩みによる減収により、

課題としていた会員増強による、協会の安定的運営の実現ができませんでした。来季以降の重点課題

として、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

新規研究会「高齢者を元気にするカラーデザイン研究会」実施については、プレセミナーの開催を

通して今後取り組むべき課題を確認することができました。平成２８年度活動開始に向け、必要とさ

れるお客様のご要望に応えるべく、迅速に案件を進めてまいります。 

また、今年度はＪＡＦＣＡ認知度向上のための広報・ＰＲ活動の強化を検討実施してまいりました

が、その一環として１１月１６日を（いい色の日）として「今年の色、来年の色」を発表いたしまし

た。これを積極的に利用し、外部を巻き込んだＰＲ活動を計画し、今後の会員増強につなげてまいり

ます。 

従来事業のカラートレンド情報事業においては、各部会を中心に、ＪＡＦＣＡファッションカラー

情報をタイムリーに発信してまいりました。更なる情報能力を高めるべく、各部会活動の活性化を通

じて発信する情報の価値向上を目指してまいります。 

その他の各種事業に関しましては、従来通りに順調に推移したことをご報告いたします。 

平成２３年４月１日に新たなスタートを切りましてから、無事５年目の事業報告をさせていただく

ことができますのは、皆様のご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。平成２７年度報告といたしまし

ては、事業内容、収支面とも課題山積な結果とはなりましたが、皆様にご期待いただける事業を展開

してまいる所存でございますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。  

 

 

 

１. 第５回定時総会 

日 時 平成２７年６月２２日(月)  １５時００分～１５時３０分 

会 場 明治記念館 

 

２．理事会 

第１回理事会 

日 時 平成２７年５月１１日(月)  １０時００分～１１時３０分 

会 場 ＪＡＦＣＡ会議室 

第２回理事会、 

日 時 平成２７年６月２２日（月）  １４時００分～１４時３０分 

会 場 明治記念館 

第３回理事会 

日 時 平成２７年６月２２日（月）    １５時４５分～１６時００分 
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会 場 明治記念館 

 第４回理事会   

 日 時 平成２７年１０月２８日（水）    １３時００分～１４時３０分 

 会 場 ＪＡＦＣＡ会議室 

 第５回理事会   

日 時 平成２８年３月２３日（水）    １３時００分～１４時３０分 

   会 場 ＪＡＦＣＡ会議室 

 

３．常任理事会 

第１回常任理事会 

日 時 平成２７年８月３日(月)  １０時３０分～１２時００分 

会 場 ＪＡＦＣＡ会議室       

第２回常任理事会 

日 時 平成２７年１０月２８日(水)  １０時００分～１２時００分 

会 場 ＪＡＦＣＡ会議室        

第３回常任理事会   

日 時 平成２７年１２月１７日（木）  １０時００分～１２時００分 

会 場 ＪＡＦＣＡ会議室 

第４回常任理事会   

日 時 平成２８年 ３月２３日（水）   １０時００分～１２時００分 

会 場 ＪＡＦＣＡ会議室 

  

４．カラートレンド情報事業  

・ゼネラルトレンド会議 

 ファッションカラー選定にあたり、当該シーズンに向けて予測される商品のカラーデザインなどに

ついて意見交換をする会議。部会会員が参加できる。 

  ・2017年春夏プロダクツ・インテリア    ６月２３日開催 

  ・2017年春夏アパレル（レディス、メンズ合同）   ７月 ３日開催 

 ・2017年秋冬プロダクツ・インテリア    ２月１７日開催 

  ・2017年秋冬アパレル（レディス、メンズ合同）   ２月２４日開催 

 

・各部会会員 ＪＡＦＣＡトレンドカラーの発信 

・プロダクツ・インテリア部会 

2015年秋冬 アップトゥデイトカラー（HPに掲載）  ４月１０日 

2016年秋冬 ファッションカラー（パレット）   ５月２７日 

2017年春夏 カラー速報    （CD-R）   ７月３１日 

2017年春夏 ファッションカラー（パレット）   ９月 ８日 

2016年春夏 アップトゥデイトカラー（HPに掲載）  １１月１２日 

2017年秋冬 カラー速報    （CD-R）   ４月１５日 

・メンズウエア部会   
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 2015年秋冬 アップトゥデイトカラー（HPに掲載）  ４月１０日 

 2016年秋冬 ファッションカラー（パレット）   ６月２２日 

 2017年春夏 カラー速報    （CD-R）   ９月 ２日 

 2017年春夏 ファッションカラー（パレット）  １１月２６日 

 2016年春夏 アップトゥデイトカラー（HPに掲載）  １１月１６日 

2017年秋冬 カラー速報    （CD-R）   ４月１８日 

・レディスウエア部会   

 2015年秋冬 アップトゥデイトカラー（HPに掲載）  ３月２７日 

 2016年秋冬 ファッションカラー（パレット）   ６月２２日 

 2017年春夏 カラー速報    （CD-R）   ９月 ２日 

 2017年春夏 ファッションカラー（パレット）  １０月２７日 

 2016年春夏 アップトゥデイトカラー（HPに掲載）  １１月１７日 

2017年秋冬 カラー速報    （CD-R）   ４月１３日 

 

・カラーパレット活用セミナー開催 

 部会会員を対象とした、JAFCAトレンドカラーパレットを使いこなすための無料講座。 

講師： 林 朋彦氏 (株) Bellina       ９月 ３日  JAFCA会議室 

 

・委員会・分科会運営  

・インターカラー日本委員会 

 JAFCA は、年２回開催されるインターカラー（国際流行色委員会）に日本代表として参加してい

る。インターカラーで選定されたカラーは、インターカラー日本委員会メンバーに報告され、カ

ラーパレットとして配布される。 

  ・2017年春夏インターカラー日本提案色コンセプト会議 ３月２４日 JAFCA会議室 

           〃    日本提案色配布（HPに掲載） ５月２７日 

・インターカラー国際会議 スイス・サンクトガレン    ５月２７日～５月２９日  

出席者・理事 大関 徹、CD 大澤かほる 

  ・2017年春夏インターカラー速報配布（HPに掲載） ５月１５日 

          〃     報告会   ６月１７日 JAFCA会議室 

          〃     決定色パレット配布  ７月２３日 

  ・2017年秋冬インターカラー日本提案色コンセプト会議 １０月 ７日 

          〃     日本提案色配布  １１月２０日 

  ・インターカラー国際会議 ハンガリー・ブダペスト    １１月２２日～２４日  

出席者・理事 大関 徹、CD 大澤かほる 

  ・2017年秋冬インターカラー速報発送   １１月２０日 

          〃     報告会   １２月１８日 

             〃     決定色パレット配布  ２月 ４日 

・化粧品分科会 

  ・2016年秋冬 メイクアップカラー発行   ７月 ６日 

  ・2017年春夏 メイクアップカラー発行   １２月２２日 
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  ・2016年春夏向け メイクアップカラー嗜好色の調査実施 ４月～５月 

               調査レポート発行・報告会   ７月３１日  JAFCA会議室 

  ・研究会 2016年春夏 NYコレクションセミナー  １１月 ４日   JAFCA会議室 

       2016年秋冬 NYコレクションセミナー  ３月２９日  JAFCA会議室 

※ 「NYコレクションセミナー」は、化粧品分科会以外の会員や、一般にも有料で開放している。 

・自動車色彩分科会 

  ・2014～2015年 メーカー対象乗用車車体色調査   ８月～１０月実施 

   ※調査結果は「車体色調査レポートとして」分科会会員へ配布。 

  ・研究会・ワークショップ 

 

５.情報発信・出版事業 

JAFCA及び流行色情報の周知と普及のために、季刊流行色の発行や、記者発表会 PR出展等。外部メ

ディア向けの情報発信を強化し各種媒体への情報提供を実施した。 

 

・季刊「流行色」の発行 

   夏号「No．５８１」 ( ５／２０) 秋号「No．５８２」  ( ９／２０) 

冬号「No．５８３」 (１２／２０)    春号「No．５８４」  ( ３／２５) 

・ＪＡＦＣＡトレンドカラー一般公開 

   2015年秋冬ファッションカラー   ４月 JAFCAホームページに掲載 

   2016年春夏ファッションカラー  １０月 JAFCAホームページに掲載予定 

・ＦＢ＋Twitter＋スタッフブログ    随時更新  

・「JAFCA COLOR NEWS（会報誌）」の発行   ４、６、７、１０、１２、１月 

・2016年春夏カラー プレスリリース配信   １０月 

・各種外部メディア対応、記事掲載  

 

６．研修会事業  

・ＪＡＦＣＡ色彩講座 

第１回 ベーシックコース(東京) ８月２０日～２１日・２日間 JAFCA会議室   

第２回 ベーシックコース(東京) ３月１６日～１７日・２日間 JAFCA会議室 

・ＪＡＦＣＡカラートレンドセミナー 

第１回 2016年秋冬カラートレンドセミナー 

東京 会場・文化ファッションインキュベータ   ７月 ９日  

大阪 会場・ＯＭＭビル会議室                   ７月１６日 

第２回 2017年春夏カラートレンドセミナー 

東京 会場・文化ファッションインキュベータ      2016年１月２１日 

大阪 会場・ＯＭＭビル会議室             2016年１月２８日 

・センサリーデザインセミナー 

ＣＭＦデザインを含む感覚に訴求するデザインについて、広く探究するセミナー、見学会、勉強会

を開催している。 

・「スポーツ関連プロダクトのデザインと素材の未来」 
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講師：鈴木和彦氏 ミズノ㈱                ７月３０日 

・「近年の首都圏のショップデザインにみるＣＭＦ動向」 

講師：(株)トッパン・コスモ クリエイティブラボラトリー・大澤かほる   ８月２８日 

  ・「ジュネーブモーターショーに見られる質感デザインの現在と今後」   

講師：山本義政氏 (株)ケイズデザインラボ     ３月２８日 

・ミラノサローネ詳報セミナー 

  ・「ミラノサローネ 2015」の視察内容をまとめたセミナー          ４月２４日 

・ＪＡＦＣＡセミナー 

・「鈴木マサルの色彩」講師：鈴木マサル                  ６月２４日 

・「工房見学 in 関西「藍」を知る-福本潮子の世界-」講師：福本潮子氏    ７月１５日 

・「何故トレンドカラーが生まれ、どのように伝播していくのか？その賞味期限は？」 

       講師：JAFCA 大澤かほる  ２月１８日 

・メンズファッションセミナー 

・「2015年秋冬海外ファッショントレンドセミナー」 

講師： 鈴木康久氏 ㈱東武百貨店     ４月 ２日 

・「2016年春夏海外ファッショントレンドセミナー」         

講師： 鈴木康久氏 ㈱東武百貨店                 １１月 ９日 

 

７．イベント事業  

・オートカラーアウォード 

  オートカラーアウォードは自動車産業の発展、カラーデザイナー重要性を社会に認知させると共に

消費者の生活文化向上に向けて、日本で唯一自動車のカラーデザインに焦点を当てた顕彰制度。 

 

・オートカラーアウォード２０１５-２０１６ 審査会・発表会 

 日 時： 平成２７年１２月１１日、１２日 

 会 場： 横浜美術館 

  

・オートカラーアウォード２０１５－２０１６ 受賞車 

【グランプリ】  

スズキ株式会社 「アルト ラパン」 

“テーマ／「あ、好き！」心がときめくぬくもりカラーコーディネート”            

●エクステリア：フレンチミント３トーン／インテリア：グレージュ内装 × キ

ャメルシートファブリック 

●エクステリア:コフレピンク３トーン／インテリア:グレージュ内装 × ベージ

ュシートファブリック 

●エクステリア:フォーンベージュ３トーン／インテリア:グレージュ内装 × ブ

ラウンシートファブリック 
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【特別賞】        

マツダ株式会社 「マツダ CX-3」   

“テーマ／素材感でクルマを作る” 

●エクステリア:セラミックメタリック／インテリア:ピュアホワイト 

 

８．指導監修事業  

・コンサルティング・監修   通信事業、家電メーカー等、東京商工会議所  

・人財教育講座企画 

・講師派遣  桑沢デザイン研究所、文化服装学院、各種団体等 

・企画協力 ・日通旅行㈱ ミラノサローネ２０１６視察の旅企画、募集協力 

      ・スパイラル開館３０周年記念『スペクトラム展』協力     ２０１５年１０月 

 

９．国際活動  

・インターカラー（国際流行色委員会） 年２回参加 

・ミラノサローネなどデザインカラー国際イベントへの視察 

・日通旅行㈱とのコラボレーションによるミラノサローネ視察ツアーを実施 

・フランクフルトモーターショー視察 

・パントンカラーとの連携 合同セミナー 

「パントン＆ＪＡＦＣＡが考えるアメリカの色、日本の色」セミナー開催   ４月 ８日 

 

10．関連機関との連携  

・東京商工会議所 

・カラーコーディネーター検定に関する協力 

 

11．会員増強活動  

・常任理事会・理事会が会員数の増加に対する提案、促進の責任を担う体制を構築し。 

・新規研究会（高齢者を元気にするカラーデザイン研究会）新規会員勧誘のためのプレセミナーを開

催し募集を募った。 ２月５日開催 

・平成２７年度後半期より、新入会強化月間を９月と３月に設け、新入会を促進。 

JAFCA広報誌、ホームページ、FBなどの SNSを利用した広報を活発化した。 

 

12.会員異動状況 

 

 ＪＡＦＣＡ会員 部会会員 委員会・分科会会員 

平成２７年 ４月 １日現在 ２６７  ２５７  ８６  

平成２８年 ３月３１日現在 ２６６  ２５２  ８２  

増減 －１  －５  －４  

 

 

事業報告の附属明細書につきましては、該当はありません。  
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一般社団法人日本流行色協会

Ⅰ資産の部
１　流動資産

現 金 及 び 預 金 54,053,636
未 収 会 費 150,000
貯 蔵 品 567,336
未 収 入 金 656,628
未 収 税 金 1,205
前 払 費 用 961,542

流動資産合計 56,390,347

２　固定資産

什 器 ・ 備 品 349,137
ソ フ ト ウ ェ ア 1,552,425
敷 金 5,175,360

固定資産合計 7,076,922

資産合計 63,467,269

Ⅱ負債の部
１　流動負債

未 払 金 5,324,254
前 受 会 費 38,390,000
前 受 金 199,800
未 払 法 人 税 等 69,773
未 払 消 費 税 等 532,100
預 り 金 332,751

流動負債合計 44,848,678

２　固定負債

退職給付引当金 11,253,277
固定負債合計 11,253,277

負債合計 56,101,955

Ⅲ純資産の部
１　基金 13,100,000

基金合計 13,100,000

２　利益剰余金
その他の利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 5,734,686

利益剰余金合計 △ 5,734,686

純資産合計 7,365,314

　　　負債及び純資産合計 63,467,269

金   額 （単位：円）科   目

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在
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一般社団法人日本流行色協会

Ⅰ経常収益の部

1 会費収入

会員会費収入 44,845,000

インターカラー会費収入 6,020,000

化粧品会費収入 3,300,000

自動車会費収入 1,320,000 55,485,000

２　事業収入

ＡＣＡ事業収益 6,693,420

研修会収益 8,238,300

指導監修収益 9,574,408

出版収益 105,632

購読料収益 9,935,938

広告料収益 633,452

60周年記念事業収益 305,184

その他の事業収入 222,294 35,708,628

３　その他の収入

受取利息 7,881

雑収入 411,700 419,581

経常収益合計 91,613,209

Ⅱ経常費用の部

１ 事業費

インターカラー事業費 4,593,902

化粧品事業費 2,688,185

自動車事業費 611,506

ＡＣＡ事業費 4,417,840

研修会事業費 3,034,291

指導監修事業費 4,205,073

出版事業費 41,886

季刊誌事業費 10,942,426

広告事業費 8,100

広報普及費 2,055,453

サンプル事業費 5,036,033

調査研究事業費 355,406

60周年記念事業費 471,269 38,461,370

２ 管理費

給与手当 28,589,451

賞与 6,885,806

退職金 1,318,135

法定福利費 4,909,695

福利厚生費 102,760

渉外費 27,016

会議費 855,368

事務所賃借料 9,153,843

事務費 3,526,062

諸会費 290,000

支払手数料 310,427

租税公課 1,276,650

支払報酬 345,600

減価償却費 777,901 58,368,714

経常費用合計 96,830,084

経常損失 5,216,875

税引前当期純損失 5,216,875

法人税等 70,000

当期純損失 5,286,875

平成27年度 損益計算書

第6期：平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科     目 金    額  (単位：円）
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Ⅰ資産の部

1　流動資産

現金預金

　　現金手許有高 194,434

　　普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行／日本橋支店  52,147,151

三菱東京ＵＦＪ銀行／日本橋支店  392,843

三菱東京ＵＦＪ銀行／日本橋支店  1,000

ゆうちょ銀行/郵便振替口座 1,318,208

未収会費

    会費 1件 150,000

貯蔵品

    60周年記念書籍 307冊 567,336

未収入金

    指導監修収益他 18件 656,628

未収税金

    利子源泉所得税 1,205

前払費用

    来期分家賃 事務所家賃1件 698,673

    海外出張費 1件 199,460

    サーバーレンタル料他 2件 63,409

流動資産合計 56,390,347

２　固定資産

什器・備品

    パーテーション 一式 349,136

    サーバー 一式 1

ソフトウェア

    会員管理システム 一式 652,050

    ホームページ 一式 900,375

敷金

    事務所敷金 5,175,360

固定資産合計 7,076,922

資産合計 63,467,269

Ⅱ負債の部

１　流動負債

未払金

    季刊誌作成費 4件 2,214,297

    退職金 1件 1,318,135

    締め後給与 1件 125,449

    法定福利費 社会保険料3月 592,691

    指導監修事業費 2件 345,600

    事務所賃借料 光熱費・清掃代 84,548

    サンプル費 1件 367,956

    事務費 事務用品費3件 76,240

    研修会事業費 3件 128,040

    通信費・発送費他 5件 71,298

前受会費

    来期分会費収入 38,390,000

前受金

    来期分購読料収益他 11件 199,800

未払法人税等

    法人都民税均等割 69,773

未払消費税等

    消費税・地方消費税 確定納付分 532,100

預り金

　　源泉徴収税額 所得税・住民税 332,751

流動負債合計 44,848,678

２　固定負債

退職給付引当金

    退職給付引当金 11,253,277

固定負債合計 11,253,277

負債合計 56,101,955

　　正味財産 7,365,314

科  目・摘  要 金    額  (単位：円）

一般社団法人日本流行色協会

平成28年3月31日現在

財産目録
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一般社団法人日本流行色協会

（単位:円）

【純資産（正味財産）】

基金 前期末残高 13,100,000

基金 当期変動額 0

基金 当期末残高 13,100,000

利益剰余金

 その他利益剰余金

   繰越利益剰余金 前期末残高 △447,811

   繰越利益剰余金 当期変動額 当期純損失金額 △5,286,875

   繰越利益剰余金 当期末残高 △5,734,686

利益剰余金合計 前期末残高 △447,811

利益剰余金合計 当期変動額 △5,286,875

利益剰余金合計 当期末残高 △5,734,686

純資産（正味財産）合計 前期末残高 12,652,189

純資産（正味財産）合計 当期変動額 △5,286,875

純資産（正味財産）合計 当期末残高 7,365,314

純資産（正味財産）変動計算書

第6期：平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
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一般社団法人日本流行色協会

（貸借対照表）

固定資産の明細

資産の種類 資産の名称 取得価額 期首帳簿価額 当期中増減 当期償却額 償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産 パーテーション 856,191 419,130 ― 69,994 507,055 349,136

サーバー 871,500 59,008 ― 59,007 871,499 1

計 1,727,691 478,138 0 129,001 1,378,554 349,137

無形固定資産 会員管理システム 1,701,000 992,250 ― 340,200 1,048,950 652,050

ホームページ 1,543,500 1,209,075 ― 308,700 643,125 900,375

計 3,244,500 2,201,325 0 648,900 1,692,075 1,552,425

引当金の明細

引当金の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

退職給付引当金 11,564,537 0 311,260 11,253,277

その他 財産目録をご参照ください。

(損益計算書）

60周年記念事業収益は、記念出版書籍の販売収入です。

60周年記念事業費は、貯蔵品から振替計上した記念出版書籍の販売原価です。

注1）有形固定資産の減価償却方法は、法人税法に規定する定率法に拠っています。

注2）無形固定資産の減価償却方法は、法人税法に規定する定額法に拠っています。

注3）消費税の会計処理方法は、税込経理方式に拠っています。

摘要

従業員の期末要支給額の100％を計上

平成27年4月01日～平成28年3月31日

貸借対照表と損益計算書の附属明細書

（金額単位：円）
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一般社団法人日本流行色協会

項目 金額(単位：円）

Ⅰ事業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前当期純利益金額 ▲ 5,216,875

　減価償却費 777,901

　退職給付引当金の減少額 -311,260

　受取利息及び受取配当金 ▲ 7,881

　売上債権の増加額 140,000

　棚卸資産（貯蔵品）の減少額 500,808

　未払消費税等の減少額 -561,600

　その他資産の増加額 -116,867

　その他負債の増加額 2,093,740

　小　　　　　計 -2,702,034

　利息及び配当金の受取額 7,881

　法人税等の支払額 ▲ 69,836

　事業活動によるキャッシュ・フロー -2,763,989

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 -2,763,989

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 56,817,625

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 54,053,636

現金及び現金同等物の増減額(Ⅶ－Ⅵ) -2,763,989

キャッシュフロー計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで
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平成２７年度 監事意見書 

 

 

 

一般社団法人日本流行色協会の平成２７年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、財産 

 

目録及びキャッシュフロー計算書を監査した結果、一般社団法人日本流行色協会の定款 

 

に準拠して適正に処理されたものと認めます。 

 

 

 

平成２８年５月１９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人日本流行色協会 

監 事  森   ま り 子    

 


