
  平成２９年度 事業報告書 

 

特定非営利活動法人にじさんぽ 

１ 事業の成果  

1. ソーシャルワーク事業 

自費相談やカウンセリングの件数が増加した。外部ソーシャルワーカーは１件継続した。平成

２９年１０月に生活サポート事業所を開始し、年度末時点で２名と利用者契約中であった。平

成３０年１月に福祉有償運送の事業所指定を受け、生活サポート事業で車両による事業展開が

できるようになった。開始を予定していた睡眠カウンセリングは行わなかった。 

2. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 

平成３０年１月に越谷市大沢に多機能事業所Caféにじさんぽを開所した。これに伴い、法人の

正職員採用、非常勤採用を行った。年度末時点で、６名と利用者契約中であった。 

3. 障害者総合支援法に基づく相談支援事業 

指定特定相談支援事業所は、多機能事業所の開所に伴い、火曜日～土曜日の午後のみの開所に

変更し、管理者兼相談支援専門員の１人事業所とした。年度末時点で６３名と利用者契約中で

あった。３か月に１度計画相談支援専門部会へ参加した。 

4. その他 

児童福祉法に基づく障害児相談支援事業は、本年度の事業開所を検討していたが、マンパワー

不足により開所計画を見送った。研修・講習会事業は、毎月２回の健康教室を開催した。平成

２９年５月と１０月には福島県南相馬市のNPO法人あさがおで健康教室を行った。にじさんぽセ

ミナーは平成２９年７月に１度開催した。雇用促進事業は、受注販売を１ヶ月～２ヶ月のペー

スで行った。その他目的のために必要な事業は、看護や福祉に関わる研究協力を３件行った。 

 

次年度においては、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の多機能事業所の利用者

増員を行うため、送迎サービスを導入して、経営を安定させていくことに努める。障害者総合支

援法に基づく相談支援事業は、現状維持に努め、現契約利用者の不利益にならないように新規契

約者は見送る予定である。この他、生活サポート事業を含むソーシャルワーク事業、研修・講習

会事業、その他目的のために必要な事業は、余力がある限り行う予定である。 

 

２ 事業の実施に関する事項（平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日） 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の事業名 

 

事 業 内 容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

ソーシャルワーク事業 

自費相談・カウンセリ

ング・外部ソーシャル

ワーカー 

随時 

事務

所・、県

外等 

2 
市民・障

害者 
173 658 

障害福祉サービス事業 多機能事業所 22日/月 
事業所

等 
７ 

市民・利

用者 
300 6690 

相談支援事業 指定特定相談支援事業 22日/月 
利用者

宅等 
3 利用者 240 1993 

障害児相談支援事業  － － － － － － 

研修・講習会事業 健康教室 2回/月 
公共 

施設 
2 

市民 

会員 
96 5 

雇用促進事業 
障害者支援事業所商品

のセレクトショップ 
隔月 配達 2 

市民 

会員 
50 105 

その他目的達成のため

に必要な事業 

研究協力 

法人紙の発行 
3件/年 事務所 4 

一般 

会員 
1140 0 



（単位：円）

Ⅰ　経常収益

　　　１　受取会費

正会員受取会費 95,000

法人正会員受取会費 20,000

賛助会員受取会費 75,000 190,000

　　　２　受取寄附金

受取寄附金 1,024,549 1,024,549

　　　３　受取助成金等

受取助成金 0 0

　　　４　事業収益

ソーシャルワーク事業収益 663,798

障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業収益 1,583,422

障害者総合支援法に基づく相談支援事業収益 3,995,546

児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益 0

研修・講習会事業収益 103,000

雇用促進事業収益 253,352

その他目的達成のために必要な事業収益 231,714 6,830,832

　　　５　その他収益

受取利息 2

雑収益 0 2

　　　経常収益計（Ａ） 8,045,383

Ⅱ　経常費用

　　　１　事業費

(1) 人件費

給料手当 4,798,990

臨時雇賃金 0

利用者工賃 40,300

法定福利費 521,239

福利厚生費 0

人件費計 5,360,529

(2) その他経費

商品仕入高 146,576

原材仕入高 175,683

材料仕入高 80,997

交際費 0

管理諸費 7,800

研修費 0

旅費交通費 204,356

通信費 142,898

消耗品費 532,642

修繕費 0

水道光熱費 225,585

衛生費 200

新聞書籍費 0

平成２９年度　活動計算書
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）

特定非営利活動法人にじさんぽ

科　　　　　目 金　　　　　額
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広告宣伝費 6,522

諸会費 0

支払手数料 325,381

賃借料 1,652,260

車両費 153,500

保険料 383,095

租税公課 20,296

減価償却費 33,210

その他経費計 4,091,001

　　　　　事業費　計 9,451,530

　　　２　管理費

(1) 人件費

役員報酬 0

給料手当 2,272,900

法定福利費 257,533

福利厚生費 30,946

人件費計 2,561,379

(2) その他経費

交際費 5,076

研修費 34,500

旅費交通費 95,317

通信費 59,488

消耗品費 67,524

修繕費 0

水道光熱費 38,616

新聞書籍費 2,332

諸会費 8,600

支払手数料 57,021

賃借料 234,000

保険料 55,465

租税公課 20,096

減価償却費 0

その他経費計 678,035
　　　　　管理費　計 3,239,414
　　　経常費用計（Ｂ） 12,690,944
　　　当期経常増減額（Ａ－Ｂ） △ 4,645,561
Ⅲ　経常外収益
　　　１　固定資産売却益 0
　　　経常外収益計（Ｃ） 0
Ⅳ　経常外費用
　　　１　過年度損益修正損 0
　　　経常外費用計（Ｄ） 0

① 当期正味財産増減額（Ａ－Ｂ＋Ｃ－Ｄ） △ 4,645,561
② 前期繰越正味財産額 △ 2,776,928

次期繰越正味財産額（①＋②） △ 7,422,489
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（単位  円）

科   目

Ⅰ 資産の部

　  １ 流動資産

　　　　現金及び預金 2,866,267

        前払費用 328,600

　　　　未収入金 1,681,186

　　　　立替金 30,590

                    流動資産合計 4,906,643

    ２ 有形固定資産

        建物 333,856

　　　　建物付属設備 647,237

                    固定資産合計 981,093

　　３ 無形固定資産

　　　　　　　　    無形固定資産合計 0

　　　 ４　投資その他の資産

             敷金 637,200

                投資その他の資産合計 637,200

資産合計（Ａ） 6,524,936

Ⅱ 負債の部

    １ 流動負債

　　　　未払費用 1,123,643

　　　　前受金 28,500

　　　　預り金 295,282

                    流動負債合計 1,447,425

    ２ 固定負債

　　　　長期借入金 12,500,000

        　　　      固定負債合計 12,500,000

 負債合計（Ｂ） 13,947,425

Ⅲ 正味財産の部

   前期繰越正味財産 △ 2,776,928

   当期正味財産増加額（減少額） △ 4,645,561

   正味財産合計（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） △ 7,422,489

   負債及び正味財産合計（Ｂ）＋（Ｃ） 6,524,936

貸借対照表

金   額

特定非営利活動法人にじさんぽ

平成３０年３月３１日現在



　

（単位　円）

数量

１　流動資産

　　　現金 46,867

       預金　ゆうちょ銀行 2,169,642

       預金　ゆうちょ銀行（当座） 0

       預金　埼玉りそな銀行越谷支店 649,758

　　　前払費用 328,600

　　　未収入金 1,681,186

　 　 立替金 30,590

流動資産合計 4,906,643

２　有形固定資産

    建物 333,856

        建物付属設備 647,237

固定資産合計 981,093

３　　無形固定資産

　　　　　　　　無形固定資産合計 0

４　投資その他の資産

敷金 637,200

　　　　　　　　投資その他の資産合計 637,200

6,524,936

１　流動負債

　　　未払費用 1,123,643

　　　前受金 28,500

　　　預り金 職員源泉税・法定福利費 6名分 295,282

流動負債合計 1,447,425

２　固定負債

　　　長期借入金 12,500,000

固定負債合計 12,500,000

13,947,425

△ 7,422,489

特定非営利活動法人にじさんぽ

（平成30年　3月  31日現在）

財産目録

金　　額

負債合計（Ｂ）

正味財産（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

科　　目

Ⅰ 資産の部

資産合計（Ａ）

Ⅱ　負債の部




