
 

 ２０１９年度 事業報告 

２０２０年６月５日 

特定非営利活動法人グループみずほ 

理事長 白 石 紀 江   印 

電話番号 049－268－5333 

１． 事業実施報告 

今年度はヘルパーの急な退職等により経営状態が安定せず、更に事務所の 5台のパソコン全てを

Windows10に切り替える作業が発生したため、その費用が経営に大きく影響しました。人手不足はこ

の業界ばかりではありませんが、介護業界は人の力に頼った仕事のためヘルパーの退職は深刻な経

営悪化を引き起こします。残念ながら今年度は創業以来、初めてマイナス決算となり厳しい結果に

なりました。 

助け合い事業については、新規の通院介助の仕事が増えました。ベリーペコ（子ども食堂）は、

鶴瀬公民館において毎月 1回日曜日の昼間に開催をしました。家族で来られる常連の人の居場所つ

くりには役立っていると自負しています。子供たちも嫌いなものが食べられるようになるなどの成

長もみられています。毎回 2人のボランティアにお手伝い頂いて助けられました。 

居宅介護支援事業は、昨年千葉の台風での停電を受けて、難病利用者 2人の避難訓練を行いまし

た。医療保険・介護保険・障害福祉サービスの調整を担うことが多くなり、仕事量が増しているよ

うな気がします。 

訪問介護事業は、サービス提供責任者 2人が立て続けに辞め、グループみずほ存続の危機に立た

されました。しかしサービス提供責任者を快く引き受けてくださった方や以前に働いていたヘルパ

ーが戻ってきたことで、なんとか年度末を迎えることができました。 

障害福祉サービスは、同行援護を長年利用して頂いた 2人の利用が終了し、寂しくなりました。

市町村地域支援事業の移動支援事業は、月 1回の公民館活動の参加付き添いが続いています。 

障害児（者）生活サポート事業は、病気で長期欠席利用者や新型コロナウイルス感染症による緊

急事態宣言が発令されたため、学校が長期の休みになりました。そのため 3月の送迎がなくなり、

終盤でかなりの影響を受けました。 

養育支援訪問事業は、富士見市と契約をしましたが、実際の支援には時間調整がつかず仕事に結

びつきませんでした。 

従業員研修は前半には、DVDを見たり個人ワークが導入されましたが、後半はいつも通りグループ

ワークに戻りました。特に 12月に行った高齢者の疑似体験は高齢者の気持ちに寄り添うことができ、

良い研修となりました。 

21年目を迎えて、気候や新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら、なんとか乗り切ること

ができました。来年度は感染症の早期の終息を願い、グループみずほの世代交代がスムーズに行え

るように時間をかけていきたいと思います。 



２．事業実施に関する事項 （２０１９年４月１日 ～２０２０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

従事者
人数

受益対象範囲
及び人数

支出額
（千円）

10人
援助が必要な方

延べ 98人

③
介護保険法に
基づく指定

居宅介護支援事業

介護保険制度
における

居宅介護支援
3人

高齢者・障害者
延べ 837人

(予防支援委託含）

319

②
有償移送

サービス事業
移送サービス 5人

援助が必要な方
延べ 161人

159

①
助け合いサービス

事業

家事援助、身体介護
院内介助

子どもの世話保育
子ども食堂

４月１日

～

３月３１日

援助を

必要と

している

人の

自宅等

9,072

④
介護保険法に
基づく指定

訪問介護事業

介護保険制度
における
訪問介護

13人
高齢者・障害者
延べ 2,521人

8,547

⑤
介護保険法に

基づく第1号事業

介護予防・日常生活
支援総合事業

訪問型Ａ
11人

高齢者・障害者
延べ 199人

593

⑥
障害福祉

サービス事業

障害福祉
サービスにおける

居宅介護
重度訪問介護

同行援護

11人

身体障害者、児
知的障害者
精神障害者
延べ 742人

3,282

23

⑧
障害児（者）

生活サポート事業

障害児（者）
生活サポート
事業に係わる

居宅介護
送迎、外出援助

6人

身体障害者、児
知的障害者
精神障害者
延べ 548人

797

16人 従業員　16人

⑦
市町村地域生活

支援事業
移動支援 2人

身体障害者、児
知的障害者
精神障害者
延べ 11人

179

⑨
養育支援訪問事業

育児に不安を抱える
家庭へのヘルパー派遣

0人
援助が必要な方

延べ 0人
0

 その他①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨に付随

する事業
研修、学習会

富士見市
近郊

 



科　　目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金預金

　　　　現金　　　  現金手元有高 130,654 130,654

　　　　普通預金　　武蔵野銀行みずほ台支店 6,542,064

        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 566,469

    　　郵便貯金　 363,794

　　　　普通貯金　 いるま野農業協同組合みずほ台支店 353,450 9,825,777

　　　　未収金     助け合いサービス・有償移送サービス請求額 77,088

　　　             介護保険請求額                      3,521,564

        　　　　　 障害福祉サービス事業請求額 679,068

　　　　　　　　　 市町村地域生活支援事業請求額（移動支援） 3,000

　　　　　　　　　 サポート事業請求額〔富士見市、三芳町） 102,000

　　　　　　　　　 その他未収金(2019年富士見市中小企業退職金共済契約等掛金補助金） 5,600 4,388,320

　　　　前払金　　 2020年度ＮＰＯ活動保険料　　　　 142,019

　　　　　　　　　 2020年4,5,6月ヒロテ駐車場代 42,000

　　　　　　　　　 2020年4月分事務所賃貸料 88,000 272,019

0

　　　　　流動資産合計 14,616,770

　２　固定資産

　　　　什器備品　　家具、パソコン 0

　　　　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) 290,615

　　　　　固定資産合計 490,115 490,115

　　　　　資産合計 15,106,885

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） 3,078,635

　　　　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） 189,159

　　　　　流動負債合計 5,467,794 5,467,794

　２　固定負債

　　　　　固定負債合計 0 0 0

　　　　　負債合計 5,467,794

正　味　財　産 9,639,091

　２０１９年度 会 計 活 動 決 算 報 告

金　　額

1.２０１９年度　財産目録

　２０２０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 130,654
　　　　預金 9,825,777 9,956,431
　　　　未収金 4,388,320
　　　　前払金 272,019 4,660,339
　　　　　流動資産合計 14,616,770
　２　固定資産

　　ⅰ有形固定資産

　　　　什器備品 0 0
　　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 290,615 290,615
　　　　　固定資産合計 490,115
　　　　　資産合計 15,106,885
Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　　未払金 3,078,635
　　　　借入金 2,200,000
　　　　預り金 189,159 5,467,794
　　　　　流動負債合計 5,467,794
　２　固定負債

　　　　　固定負債合計 0
　　　　　負債合計 0 5,467,794
Ⅲ　正味財産の部

　　　前期繰越正味財産 10,973,896 10,973,896
　　　当期正味財産増加額 △ 1,334,805 △ 1,334,805

　正味財産合計 9,639,091 9,639,091
負債及び正味財産の合計 15,106,885

* 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

2,862 2,862

2,862 2,862 0

* 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

合計

２．２０１９年度　貸借対照表

2020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 44,000
入会金：5,000円（1名）
継続年会費:39,000円（ 3,000円×13 名）

　　賛助会員受取会費 5,000 賛助会員年会費：1,000円×5人

２　受取寄付金

　　受取寄付金 175,750 寄付 ：4件

3   受取助成金

　　処遇改善加算金 1,794,559 2,019,309 処遇改善加算金

４　事業収益

　　①助け合いサービス事業 350,688

　　②有償移送サービス 167,800

　　　利用会員受け取り会費 25,000
助け合い入会金：12,000円（3,000円×　4名）
継続事務手数料：13,000  円（1,000円× 13名）

　　③介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 9,964,842

　　④介護保険法に基づく指定訪問介護事業 9,377,671

    ⑤介護保険法に基づく第１号事業 644,155

　　⑥障害福祉サービス事業 3,608,311

　　⑦市町村地域生活支援事業 32,000

　　⑧障害児（者）生活サポート事業 878,475

　　⑨養育支援訪問事業 0 25,048,942

５　その他の収益

　　受取保険金、雑収益 7,173 7,173 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、

経常収益計（Ａ） 27,075,424
Ⅱ　経常費用

　１　事業費

　　（１）　人件費

　　　　　給料手当 14,677,181

　　　　　法定福利費（社会保険料） 1,907,759

　　　　　　　　　　　　 （労働保険料） 122,808

　　　　　退職金手当 492,000

            通勤交通費 263,154

　　　　　福利厚生費（慶弔費用） 223,269 健康診断補助、勤続表彰金、入院見舞い金2名等

　　　　　人件費計 17,686,171
　　（２）　その他経費

    　　　研修・学習費 178,827 研修参加費用、新日本法規出版追録費用、ケアマネ研修、同行援護講習費用

　　　　　会報広告費 84,634
機関紙発行費用、パンフレットデザイン修正、増刷費用、
ホームページ更新手数料

　　　　　業務連絡会会議費 3,600 1回：0.5ｈ×8人

　　　　　業務会議費 58,946 業務活動費、業務改善会議費用

　　　　　旅費交通費 12,311

　　　　　通信費 526,108
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、
PCウィルスバスター代等

　　　　　車両費 150,660 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） 55,097 ポリ手袋、消毒薬等

         　 事務用品費 204,052
コピー機パフォ-マンスチャージ料、コピー用紙、
印刷代、文房具代等

　　　　　修繕費 329,880 PC5台入れ替え作業代、UPSバッテリー交換作業代

　　　　　水道光熱費 167,145 ガス、水道、電気代

　　　　　賃貸料 1,336,200 104号事務所賃貸料、駐車場代２台分、

　　　　　レンタルリース料 1,505,642 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 273,097 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 209,450 労働保険手続労務会費、決算報告作成手数料、JAいるま野駐車場更新費用等

　　　　　支払利息 0 借入金利息 （年利0.1％）

　　　　　備品費 53,624 電動自転車修理代、イスキャスター交換代等

　　　　　雑費 136,323 廃棄物処理費用、振込手数料、武蔵野銀行ネットバンク利用料、事務所茶葉代等

　　　　　その他経費計 5,285,596

　　　事業費合計 22,971,767

　２　管理費

　（１）　人件費

　　　　　役員報酬 3,000,000 理事長報酬

　　　　　理事会議手当 47,237 理事会議会議費、出席交通費

　　　　　給料手当（事務局手当） 2,329,287 事務局給与（３人）

   　  人件費合計 5,376,524

　（２）　その他経費

　　　　　消耗品費（管理費） 48,576 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 2,862

            租税公課 9,800 法人税、事業税、謄本請求印紙代等

　　　　その他経費合計 61,238

　　　管理費合計 5,437,762

  ３　総会費用 700 700 議案書印刷代

経常費用計 28,410,229

経常外費用計
　　　　税引前当期正味財産増減額
　　　　法人税、住民税及び事業税
　　　　当期正味財産増減額 -1,334,805
　　　　前期繰り越し正味財産額 10,973,896 10,973,896
　　　　次期繰り越し正味財産額 9,639,091

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

3.  ２０１９年度　活 動 計 算 書

    ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日

 


