
ア　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
（ア）事業内容

①  活動の流れ
スマイルでは、概ね以下のスケジュールで活動しています。

令和2年度事業報告書

特定非営利活動法人ほっとスマイル

１　事業実施の概略

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

　特定非営利活動法人ほっとスマイルは、障がいのある方とその保護者に対し、地域生活支援
等の必要なサービスを提供することで、障がいのある方が地域で自分らしく生活できる環境を整
え、併せて福祉事業者等の経営支援を行ない、地域福祉の向上に貢献することを目的とし、次
の事業を実施しました。具体的には、本法人の定款第５条第１項第１号③児童福祉法に基づく
障害児通所支援事業として、平成26年９月１日より放課後等デイサービス事業を実施しました。
また、本法人の定款第５条第１項第１号①障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業と
して、平成31年4月1日より生活介護事業を実施しています。
　2021年3月には、経済産業省が創設した「健康経営優良法人認定制度」で、ほっとスマイルが
「健康経営優良法人2021」に認定されました。今後も障がいをお持ちの方とその保護者はもちろ
ん、従業員の幸せを考えた経営を行っていきます。

　生活介護スマイルは、日常的に介護を必要とする方に対して、排せつ・食事等の介護、調
理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、
創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上の為に必要な援
助を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。今年度は269日開所し、１日
平均4.90人のご利用がありました。契約者数は開所当初６人、３月末では11名であり、まだま
だ定員には余裕がある状態です。
　また、今年度の体験宿泊は7回行い、延べ14名の利用者に実施しました。基本、スマイル
に所属している方は、年３回のお泊りができるよう調整しています。
　今年度はコロナの影響で、利用者を連れての買い物を行うことが難しく、また、外出先も限
られてしまいました。歯磨き等の仕上げ磨きについては、年度後半には中止させていただき
ました。感染予防に効果のあるPanasonicのジアイーノ等を導入、来客者の手指消毒の徹
底、こまめな消毒などを実施し、感染者を0にすることが出来ました。次年度も安全に利用で
きる事業所となるよう感染対策をしっかり行っていきます。

作業内容
・ビニールハウス部品の金具はめ
・タオルの袋詰め
・ゴムのバリ取り
・マット作り

ゆっくり班 がんばる班

9:00
ラジオ体操・始まりの会

散歩・買い物準備

ティータイム

帰宅

作業
(納品、検品等)

厨房片付け

作業

昼食・休憩（食後は歯磨き指導）

作業・創作活動等

掃除・帰りの会

散歩・作業準備
作業

(途中休憩あり)

外出（散歩等）
作業準備
作業

創作活動等
(途中休憩あり)

来所

調理班
散歩・買い物
昼食準備

（途中休憩あり）

14:40

9:15

12:30

15:00

13:30

9:30

14:20



（イ）サービス提供日・提供時間
月曜日から土曜日9：00～15：00
（日祝閉所。土曜開所日は年間カレンダーによる）

（ウ）場所 愛知県知多郡武豊町字白山131番地5

（エ）従業員 正社員 3 名
非常勤 11 名 （うち、看護師3名）

（オ）利用登録者 11 名

（カ）収益 円
（内訳）障害福祉サービス事業 円、 受取会費 円、

利用者負担金収入 円、 その他収益 円

（キ）費用 円
　 （内訳）人件費 円、その他経費 円、

管理費 円

イ　時間外延長サービス事業
　　　本年度は実施せず。

ウ　児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
（ア）事業内容

①  活動の流れ
ほっぷでは、概ね以下のスケジュールで活動しています。

自立課題は、１人１人の到達目標に合わせた内容の物を提供しています。

14,000

24,041,090
16,175,853

　放課後等デイサービスほっぷは、発達に関する障がいを持つお子様を放課後や夏休み
等の学校休業日にお預かりし、ご家族と共にひとりひとりの成長や発達についての支援を行
い、余暇を楽しむ為の場所です。今年度は296日開所し、１日平均9.71人のご利用がありま
した。
　今年度はコロナウイルスにより休校が長引きましたが、当事業所は休日同様9：30～15：30
まで受け入れを行いました。
　また、活動内容としては、外食の取りやめ、お出かけは公園のみを基本としました。プール
については、普段の倍以上のプールを設置し、１人１人の距離を保つ工夫をしました。感染
対策を行った上での開所は、普段以上に人手が必要になりましたが、その結果事業所から
の感染を０にすることが出来ました。

7,846,649
18,588

144,801

22,191,231
22,010,930 21,500

平日 学校休業日
14:30  受け入れ開始 9:30  受け入れ開始
      自立課題・宿題      自立課題・宿題等
     （自由遊び） 9:45  始まりの会
15:45  始まりの会 10:00  活動（自由遊び）
      おやつ      お茶休憩

12:00  昼食
16:00  活動（自由遊び）      片づけ・歯磨き

     リラックス・自由遊び
14:30  おやつ

17:20  帰りの会 15:15  帰りの会
17:30  送迎 15:30  送迎



（イ）サービス提供日・提供時間
月曜日から土曜日（日・祝等は休み）
平　日　 　14：30から17：30 （午前中のみ学校の場合には、13:30～受け入れ開始）
学校休業日　9:30から15:30
平日のサービス提供時間を14：30より早める取り組みは、今後も継続していきたいと思い
ます。

（ウ）場所 愛知県知多郡武豊町字北中根二丁目18番地５

（エ）従業員 正社員 2 名
非常勤 8 名

（オ）利用登録児 名

（カ）収益 円
（内訳）障害児通所支援事業収益 円、 受取会費 円、

利用者負担金収入 円、その他収益 円

（キ）費用 円
　 （内訳）人件費 円、 その他経費 円、

管理費 円、 経常外費用 1 円

エ　福祉事業所等の運営・経営に関するコンサルティング・交流会等開催事業
本年度は実施せず。

オ　その他この法人の目的を達成するために必要な事業
本年度は実施せず。

３　会議の開催に関する事項
（１）総会

ア　通常総会
（ア）開催日時及び場所、決議内容等

令和２年5月28日　17：30～18：20主たる事務所（武豊町）書面による決議
①平成31年度事業報告の承認について
②平成31年度決算の承認について
③保護者アンケート及び自己評価について
④報告事項

（２）理事会
ア　理事会
（ア）開催日時及び場所、決議内容等

令和３年３月30日　18：00～18:30　主たる事務所(武豊町)　書面による決議
①令和３年度事業計画の承認について
②令和３年度予算の承認について
③通常総会の議案について

19,355,107 3,172,216
18,062

28

32,690,013

22,545,386

31,209,752 21,500
560,103898,658



研修・会議等

月　日 内　容 月　日 内　容

５月28日（木） 通常総会 １月24日（日） 発達障害と愛着障害　研修

６月11日（木） 社会資源開発部会 ２月８日（月） 事業所合同個別支援会議

６月（書面開催） 武豊町部会 ２月10日（水） 子ども部会

７月７日（火） 事業所合同個別支援会議 ２月12日（木） 放課後等デイサービス連絡会　通信打ち合わせ

７月12日（日） 行動援護研修 ２月24日（水） サービス管理責任者等更新研修

７月19日（日） 行動援護研修 ２月25日（木） 放課後等デイサービス連絡会

７月26日（日） 行動援護研修 ２月26日（金） 児童発達支援見学（来年度受け入れ児の引継ぎ）

７月27日（月） 武豊町福祉課 障がい福祉計画等の聴き取り ３月２日（火） 3町福祉課と放課後等デイサービス連絡会との情報共有

８月28日（金） 武豊町部会 ３月２日（火） 子どもの発達を学ぶ　研修

３月５日（金） 人を大切にする経営学会　研修

３月10日（水） 子ども部会

９月11日（金） 中小企業診断士　スマイル経営診断 ３月11日（木） 社員幸福度向上による生産性UP　研修

10月19日（月） 子ども部会 ３月15日（月） 社会資源開発部会

10月22日（火） 町・学校・事業所合同個別支援会議 ３月17日（水） 武豊町部会

11月８日（日） コロナ禍における障害児通所支援　研修 ３月18日（木） well-being体験ワークショップ　研修

11月９日（月） 中小企業診断士　スマイル経営診断　報告会 ３月23日（火） 事業所合同個別支援会議

11月14日（土） 障害児の兄弟　研修 ３月30日（火） 理事会

11月14日（土） 高機能自閉症・アスペルガーのことばの落とし穴　研修

11月26日（木） 肢体不自由児の理解とかかわり方の基本　研修

12月６日（日） 行動障害の支援とチームプレイ　研修

12月22日（火） 子ども部会

１月６日（水） 愛知県コロニー　個別事例検討会

１月13日（水） 発達障害の理解とかかわり方の基本　研修

１月18日（月） 放課後等デイサービス連絡会

１月21日（木） 社会資源開発部会

９月９日(水)
～29日（火）

農業ジョブトレーナー養成講座（7講義）



【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 30,000 
    賛助会員受取会費 13,000 43,000 
  【事業収益】
    利用者負担金収入 912,658 
    障害福祉サービス事業 22,010,930 
    障害児通所支援事業収益 31,209,752 54,133,340 
  【その他収益】
    受取　利息 143 
    雑　収　益 704,761 704,904 
        経常収益  計 54,881,244 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 26,689,836 
      退職給付費用(事業) 5,508,000 
      法定福利費(事業) 3,144,149 
      福利厚生費(事業) 188,975 
        人件費計 35,530,960 
    （その他経費）
      業務委託費 116,150 
      印刷製本費(事業) 1,369 
      会　議　費(事業) 1,910 
      図書費（事業） 18,033 
      旅費交通費(事業) 3,100 
      通信運搬費(事業) 253,218 
      消耗品　費(事業) 1,427,890 
      修　繕　費(事業) 472,825 
      交際費（事業） 21,957 
      水道光熱費(事業) 514,436 
      燃料費（事業） 572,735 
      地代　家賃(事業) 1,434,932 
      減価償却費(事業) 5,175,703 
      保　険　料(事業) 468,815 
      諸　会　費(事業) 108,000 
      租税　公課(事業) 50,350 
      研　修　費 75,746 
      支払手数料(事業) 37,074 
      支払　利息(事業) 183,302 
      雑　　　費(事業) 81,320 
        その他経費計 11,018,865 
          事業費  計 46,549,825 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      水道光熱費 1,882 
      地代　家賃 5,068 
      広告宣伝費 29,700 
        その他経費計 36,650 
          管理費  計 36,650 
            経常費用  計 46,586,475 
              当期経常増減額 8,294,769 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  固定資産除却損 1 
    経常外費用  計 1 
        税引前当期正味財産増減額 8,294,768 
        法人税、住民税及び事業税 71,000 
          当期正味財産増減額 8,223,768 
          前期繰越正味財産額 10,849,077 

          次期繰越正味財産額 19,072,845 

自 令和2年 4月 1日  至 令和3年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人ほっとスマイル　



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 2,868,429 
   現　　　金 106,767    流動負債  計 2,868,429 
   普通　預金 22,188,016  【固定負債】
    現金・預金 計 22,294,783   長期借入金 34,662,000 
  （売上債権）   退職給付引当金 11,567,000 
   未　収　金 9,564,433    固定負債  計 46,229,000 
    売上債権 計 9,564,433 負債合計 49,097,429 
  （その他流動資産） 正　味　財　産　の　部
   前払　費用 644,571  【正味財産】
   立　替　金 100,967   前期繰越正味財産額 10,849,077 
    その他流動資産  計 745,538   当期正味財産増減額 8,223,768 
     流動資産合計 32,604,754    正味財産　計 19,072,845 
 【固定資産】 正味財産合計 19,072,845 
  （有形固定資産）
   建　　　物 31,609,064 
   車両運搬具 1,100,002 
   機械及び装置 68,400 
   什器　備品 456,624 
   一括償却資産 332,008 
    有形固定資産  計 33,566,098 
     固定資産合計 33,566,098 
 【繰延資産】
  開発費 1,999,422 
   繰延資産  計 1,999,422 

資産合計 68,170,274 負債及び正味財産合計 68,170,274 

貸　借　対　照　表
特定非営利活動法人ほっとスマイル　
全事業所 令和3年 3月31日 現在

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定率法
(2).引当金の計上基準
　退職給付引当金:昨年度分を含め、人件費の10％を計上

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
  給料　手当(事業)

  法定福利費(事業)
  福利厚生費(事業)
    人件費計
（その他経費）
  業務委託費
  印刷製本費(事業)
  会　議　費(事業)
  図書費（事業）
  旅費交通費(事業)
  通信運搬費(事業)
  消耗品　費(事業)
  修　繕　費(事業)
  交際費（事業）
  水道光熱費(事業)
  燃料費（事業）
  地代　家賃(事業)
  減価償却費(事業)
  保　険　料(事業)
  諸　会　費(事業)
  租税　公課(事業)
  研　修　費
  支払手数料(事業)
  支払　利息(事業)
  雑　　　費(事業)
    その他経費計

      合計

【使途等が制約された寄付等の内訳】
[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
ＡＥＤ購入費用 136,800 0 68,400 68,400

合計 136,800 0 68,400 68,400

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 期末帳簿価額

一括償却資産 160,362 377,740 206,094 332,008
車両運搬具 162,002 1,920,000 982,000 1,100,002
機械及び装置 136,800 0 68,400 68,400
什器備品 667,507 0 210,883 456,624
建物 35,317,391 0 3,708,327 31,609,064

合計 36,444,062 2,297,740 5,175,704 0 33,566,098

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金 41,598,000 0 6,936,000 34,662,000

合計 41,598,000 0 6,936,000 34,662,000

75,746
37,074

183,302
81,320

11,018,865
46,549,825

572,735
1,434,932
5,175,703

468,815
108,000
50,350

253,218
1,427,890

472,825
21,957

514,436

合計

26,689,836
5,508,000
3,144,149

188,975
35,530,960

0
116,150

財務諸表の注記
特定非営利活動法人ほっとスマイル　 令和3年 3月31日 現在

備考
荒川磯慈善会より寄付

1,369
1,910

18,033
3,100



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 106,767 
      普通　預金 22,188,016 
        現金・預金 計 22,294,783 
    （売上債権）
      未　収　金 9,564,433 
        売上債権 計 9,564,433 
    （その他流動資産）
      前払　費用 644,571 
      立　替　金 100,967 
        その他流動資産  計 745,538 
          流動資産合計 32,604,754 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建　　　物 31,609,064 
      車両運搬具 1,100,002 
      機械及び装置 68,400 
      什器　備品 456,624 
      一括償却資産 332,008 
        有形固定資産  計 33,566,098 
          固定資産合計 33,566,098
  【繰延資産】
    開発費 1,999,422 
      繰延資産  計 1,999,422 
        資産の部  合計 68,170,274 

  【流動負債】
    未　払　金 2,868,429 
      流動負債  計 2,868,429
  【固定負債】
    長期借入金 34,662,000 
    退職給付引当金 11,567,000 
      固定負債  計 46,229,000
        負債の部  合計 49,097,429

        正味財産 19,072,845 

《負債の部》

財　産　目　録
特定非営利活動法人ほっとスマイル　 [税込]（単位：円）

全事業所 令和3年 3月31日 現在
《資産の部》


