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  ２０１８年度 事業報告 

１． 事業実施報告 

豪雨災害が各地で起こり、被害が大きい年になりました。天災が身近になり、その為の

備えが必要になってきました。 
 

助け合い事業については、遠方に住む家族からの依頼により緊急訪問、通院介助等の支

援を行いました。また、地域包括と連携し、介護申請に至るなど地域のセーフネットとし

て役立ちました。12 月から、「富士見市社会福祉協議会子ども未来応援基金助成金事業」

の補助金を受けて、毎月 1回鶴瀬公民館・調理室において、子ども食堂（ベリーペコ）を

開催しています。ボランテイアを中心とした運営を行い、子どもの居場所作りの一環とし

て、昼食のメニューにもこだわっています。この活動は次年度も継続していく予定です。 
 

居宅介護支援事業は、2018 年度の介護保険改正により、管理者の要件が変更され、主

任介護支援専門員でなければならなくなりましたが、現管理者が 12 日間の研修を受け、

事業の継続が可能となりました。昨今のケアマネの業務は利用者が必要とするサービスの

調整ばかりではなく、様々な支援が必要となり、業務は多岐にわたっています。 
 

訪問介護事業は、ヘルパーの人手不足により、総合事業にもサービス提供責任者や介護

福祉士が対応しました。また長期間利用者の終了が多くみられ、ヘルパー不足も手伝って

利用人数の減少につながっています。 
 

障害福祉サービスは、利用者が 65 才になり、介護保険利用へ移行になりました。また

同行援護利用者の高齢化が目立っており、歩行ができなくなって外出機会が減ってきてい

ます。 
 

市町村地域支援事業の移動支援事業は、昨年同様に公園を中心にサービスを行いました。 

生活サポート事業は、軽自動車 1台で、学校への送迎を継続しています。今年度は、長

距離利用があり、走行距離は大幅に伸びました。 
 

従業員研修については、今年度もグループワークを中心に行いました。また、手話講習

会や災害時に役立つパック調理法の研修も行いました。手話講習は高齢の聴覚障害者のケ

アにも役立ち、パック調理法は初めての経験でしたが、普段の生活で活用することにより

非常時に役立つ研修となりました。また 2月に入間東部地区消防組合のご協力により、普

通救命講習会を 4年ぶりに行い、救命方法のバージョンアップができました。 
 

養育支援訪問事業は、3 年目を迎えましたが富士見市との契約には至りませんでした。 
 

20 年目にして、日本中が人手不足に陥り、私たちも事業を継続していく難しさを感じ

ています。今後は、事業の整理と世代交代をスムーズに行うことが課題となります。 
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２．事業実施に関する事項 （２０１８年４月１日 ～２０１９年３月３１日）

（１） 特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 実施日時 実施場所

 



科　　目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　　  現金手元有高 77,546 77,546

　　　　普通預金　　武蔵野銀行みずほ台支店 8,757,231

        定期預金　　武蔵野銀行みずほ台支店 2,000,000

　　　　普通預金　　川口信用金庫みずほ台支店 653,466

    　　郵便貯金　 327,790

　　　　普通貯金　 いるま野農業協同組合みずほ台支店 442,698 12,181,185

　　　　未収金     助け合いサービス・有償移送サービス請求額 37,600

　　　             介護保険請求額                      3,721,066

        　　　　　 障害福祉サービス事業請求額 680,156

　　　　　　　　　 市町村地域生活支援事業請求額（移動支援） 76,000

　　　　　　　　　 サポート事業請求額〔富士見市、三芳町） 109,475

　　　　　　　　　 その他未収金(2018年富士見市中小企業退職金共済契約等掛金補助金） 5,000 4,629,297

　　　　前払金　　 2019年度ＮＰＯ活動保険料　　　　 165,865

　　　　　　　　　 2019年4,5,6月ヒロテ駐車場代 42,000

　　　　　　　　　 2019年4月分事務所賃貸料 86,400 294,265

0

　　　　　流動資産合計 17,182,293

　２　固定資産

　　　　什器備品　　家具、パソコン 2,862

　　　　敷金　　　　事務所敷金、 77,000

　　　　電話加入権　２機 122,500

        保険積立金（逓増定期保険) 229,433

　　　　　固定資産合計 431,795 431,795

　　　　　資産合計 17,614,088

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　　未払金（３月分給料、下期一時金、社会保険料、事務用品等購入代等） 4,083,243

　　　　借入金　　 2,200,000

　　　　預り金（社会保険料、雇用保険料、住民税、源泉徴収税） 356,949

　　　　　流動負債合計 6,640,192 6,640,192

　２　固定負債

　　　　　固定負債合計 0 0 0

　　　　　負債合計 6,640,192

正　味　財　産 10,973,896

　２０１８年度 会 計 活 動 決 算 報 告
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金　　額

1.２０１８年度　財産目録

　２０１９年 ３月３１日 現在

特定非営利活動法人グループみずほ　　単位：円

 



科  目

Ⅰ資産の部

　１　流動資産

　　　　現金 77,546
　　　　預金 12,181,185 12,258,731
　　　　未収金 4,629,297
　　　　前払金 294,265
　　　　出資金 4,923,562
　　　　　流動資産合計 17,182,293
　２　固定資産

　　ⅰ有形固定資産

　　　　什器備品 2,862 2,862
　　ⅱ無形固定資産

　　　　敷金 77,000
　　　　電話加入権 122,500 199,500
　　ⅲ投資その他の資産

　　　　保険積立金 229,433 229,433
　　　　　固定資産合計 431,795
　　　　　資産合計 17,614,088
Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　　未払金 4,083,243
　　　　借入金 2,200,000
　　　　預り金 356,949 6,640,192
　　　　　流動負債合計 6,640,192
　２　固定負債

　　　　　固定負債合計 0
　　　　　負債合計 0 6,640,192
Ⅲ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 10,960,590 10,960,590

　　　当期正味財産増加額 13,306 13,306

　正味財産合計 10,973,896 10,973,896
負債及び正味財産の合計 17,614,088

* 固定資産の増減内訳

期首取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

5,720 2,858

5,720 2,858 2,862

* 借入金の増減内訳

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

役員借入金 2,200,000 0 0 2,200,000
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合計

２．２０１８年度　貸借対照表

2019年3月31日

特定非営利活動法人 グループみずほ　　単位：円

金  額

科目

什器備品（家具、パソコン）

 



科　　目 特定非営利活動に係る事業 合　　計 摘　　　用

Ⅰ　経常利益

１　受取会費

　　正会員受取会費 56,000
入会金：5,000円（1名）
継続年会費： 51,000 円（ 3,000円×17 名）

　　賛助会員受取会費 3,000 59,000 1,000円×3人

２　受取寄付金

　　受取寄付金 71,000 71,000 寄付 :3 件

3   受取助成金

　　処遇改善加算金 2,076,921 2,076,921 処遇改善加算金

４　事業収益

　　①助け合いサービス事業 491,850

　　②有償移送サービス 117,800

　　　利用会員受け取り会費 17,000
助け合い入会金：3,000円（3,000円×1名）
継続事務手数料： 14,000  円（1,000円× 14名）

　　③介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 9,304,032

　　④介護保険法に基づく指定訪問介護事業 11,334,557

    ⑤介護保険法に基づく第１号事業 1,867,191

　　⑥障害福祉サービス事業 3,398,033

　　⑦市町村地域生活支援事業 1,073,000

　　⑧障害児（者）生活サポート事業 1,476,250 29,079,713

５　その他の収益

　　受取保険金、雑収益 82,145 82,145
預金利息,会議出席弁償代、富士見市中小企業退職金共済掛金補助金、
労保連労災保険金、利息等

経常収益計（Ａ） 31,368,779
Ⅱ　経常費用

　１　事業費

　　（１）　人件費

　　　　　給料手当 16,765,558

　　　　　法定福利費（社会保険料） 2,322,484

　　　　　　　　　　　　 （労働保険料） 115,870

　　　　　退職金手当 610,000

            通勤交通費 166,800

　　　　　福利厚生費（慶弔費用） 173,236 健康診断補助、勤続表彰金、親睦会費用等

　　　　　人件費計 20,153,948
　　（２）　その他経費

    　　　研修・学習費 309,110 研修参加費用、新日本法規出版追録費用、ケアマネ研修費用

　　　　　会報広告費 109,178 機関紙発行費用、ホームページ更新手数料

　　　　　業務連絡会会議費 5,400

　　　　　業務会議費 101,252

　　　　　旅費交通費 75,630

　　　　　通信費 519,912 ひかり電話代、au携帯代、伝送サービス費用、従業員通信費、郵便通信代等

　　　　　車両費 189,318 ガソリン代、車両整備費用、自動車保険料1台分

　　　　　消耗品費（事業費） 14,878 ポリ手袋、消毒薬等

         　 事務用品費 237,494
コピー機パフォ-マンスチャージ料、コピー用紙、
印刷代、文房具代、テレッサ印刷代等

　　　　　修繕費 57,240

　　　　　水道光熱費 171,540 ガス、水道、電気代

　　　　　賃貸料 1,324,800 104号事務所賃貸料、駐車場代２台分、

　　　　　レンタルリース料 1,372,215 コピー機、電話機、ほのぼのソフト、浄水器他、軽自動車タントリース代

　　　　　保険料 302,117 NPO活動総合保険、逓増定期保険、火災保険料、自転車TS保険料

　　　　　支払い手数料 255,000 労働保険手続労務会費、決算報告作成手数料、10４号室更新保険料等

　　　　　支払利息 2,200 借入金利息 （年利0.1％）

　　　　　備品費 49,444 電動自転車修理代、ゼンリン住宅地図富士見市分購入代等

　　　　　雑費 113,243 廃棄物処理費用、振込手数料、事務所茶葉代等

　　　　　その他経費計 0 5,209,971

　　　事業費合計 25,363,919

　２　管理費

　（１）　人件費

　　　　　役員報酬 3,600,000 理事長報酬

　　　　　理事会議手当 28,828 理事会議会議費、出席交通費

　　　　　給料手当（事務局手当） 2,129,033 事務局給与（３人）

   　  人件費合計 5,757,861

　（２）　その他経費

　　　　　消耗品費（管理費） 45,435 事務所清掃用品、ペーパータオル、紙コップ、うがい薬等

　　　　　減価償却費 2,858

            租税公課 89,500 法人税、事業税、謄本請求印紙代等

　　　　その他経費合計 137,793

　　　管理費合計 5,895,654

  ３　総会費用 95,900 95,900

経常費用計 31,355,473

経常外費用計
　　　　税引前当期正味財産増減額 93,306
　　　　法人税、住民税及び事業税 80,000 H30年度事業税・法人税・住民税支払分

　　　　当期正味財産増減額 13,306
　　　　前期繰り越し正味財産額 10,960,590
　　　　次期繰り越し正味財産額 10,973,896

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人グループみずほ　　　　単位　：　円　　

3.  ２０１８年度　活 動 計 算 書

    ２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日
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