
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

(イ）事業実績（定員20名/開所日数269日）
　◇利用状況

　・現在11名の利用者が在籍しており、まだまだ定員には余裕がある状態です。

　◇体験的宿泊
実施回数 11回 延べ利用者数

（スマイル所属以外の方の緊急利用等含む）

　◇活動に関する報告
　・今年度もコロナウイルス感染者を出さないように、施設内の消毒、換気、手指消毒を徹底し、
　 嘱託医による3回目のコロナワクチン接種をスマイルで実施しました。　
  ・９月７日に武豊町保健センターで行われた「あおば健診」を９名の利用者が受けることができ
   ました。
　・12月２日には初めて半田市医師会による無料歯科検診をスマイルで実施し、10名の利用者
   が受けました。

　(1) 特定非営利活動に係る事業

令和３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

　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。
　2022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、昨年に引き続き
ほっとスマイルが「健康経営優良法人2022」に認定されました（計3回目の認定）。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。
　サービス利用後に、コロナ陽性と診断された利用者がいましたが、事業所での濃厚接触者はお
らず、法人からの感染者は１人も出ませんでした。従業員としても、全員がコロナに感染すること
はありませんでしたが、今後も気を緩めずに感染対策を徹底していきます。

２　事業の実施に関する事項

　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。

１日平均利用人 8.90 延べ利用者 2,388人

21人
　・スマイルに所属している方は、コロナウイルスの影響で年2回の実施でした。



  ・今年度は３名の方が成人を迎え１月20日に成人式を行いました。

・作業では、自動車ペダルのバリ取り、ビニールハウ
　ス部品の金具はめ、スウェーデン刺繍を行いました。

・今年度はスマイル横にビニールハウスを設置し、
　試験的に水耕栽培を行いました。次年度は、
　収穫した野菜等を毎週火曜日に武豊町役場で
　販売予定です。

（ウ）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）

（エ）場所 愛知県知多郡武豊町字白山131番地5

（オ）従業員 正社員 3 名
非常勤 11 名 （うち、看護師3名）

（カ）利用登録者 11 名

（キ）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

（ク）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。（ア）事業内容

(イ）事業実績
開所日数　15日　延べ利用者数　130人

（ウ）サービス提供日・提供時間
毎週金曜日15：00～16：00

21,000 201,381

34,602,441
34,358,560 21,500

32,522,060
21,726,758 9,712,963
1,082,339

　昨年11月から、生活介護スマイルにおいて、毎週金曜日に１時間、延長サービスをしまし
た。活動内容としては、楽器演奏やボール遊び等で、皆さんのびのび過ごすことができていま
した。
　当初は日中一時サービスとして17：30頃までの延長を予定していましたが、生活介護と日中
一　時サービスとの併用ができないため、現在は無報酬でのサービス提供となっています。



（エ）場所 愛知県知多郡武豊町字白山131番地5（生活介護スマイル）

（オ）従業員 スマイル支援職員に準ずる

（カ）利用登録者 9 名

（キ）収益 0 円

（ク）費用 スマイルの費用に含む

ウ　児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
（ア）事業内容

（イ）事業実績（定員10名/開所日数292日）
　◇利用状況

１日平均利用人数 9.07人 延べ利用者数 2,650人

　◇活動報告

　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。

　　今年度も感染対策として消毒・換気の徹底、食べる時はパーテーションの使用や部屋を分
け、黙食を徹底しました。活動内容としては、買い物・おやつ作り・全体活動（創作・外遊びなど）
を基本に行いました。長期休暇中、コロナ流行前には外食へ行くことが多かったのですが、今年
度は好きなお店を選んで500円以内で昼食を購入してもらいました。お出かけは公園又は比較的
空いている屋内施設を基本としました。夏季休暇中のプールについては、大型扇風機を導入し、
普段の倍以上のプールを設置しました。そして時間差で入るなど、１人１人の距離を保つ工夫を
しました。昨年度は２名のコロナ陽性者の利用がありましたが、濃厚接触者はおらず、１日も閉所
せずに開所が出来ています。また、職員のコロナ感染はありませんでした。

◎季節の創作　　今年度は武豊町障がい者週間作品展が開催され出品出来ました

◎プール



◎スガキヤラーメンで外食（1/5）

（ウ）サービス提供日・提供時間
月曜日から土曜日（日・祝等は閉所）
平　日　 　 （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　
※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。
※祝日は基本は休みですが、スタッフの受け入れ態勢が整った時は開所しており、保護者様
からも喜んでもらえました。

（エ）場所 愛知県知多郡武豊町字北中根二丁目18番地５

（オ）従業員 正社員 2 名
非常勤 8 名

（カ）利用登録児 名

（キ）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

（ク）費用 円
　 （内訳）人件費 円 その他経費 円

管理費 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。

◎避難訓練

◎久しぶりの名古屋港水族館（1/5）

14：30～17：30
9:30～15:30

28

29,324,191

1,015,291

21,500
921,357 34,396

21,082,484
17,090,875 2,976,318

28,346,938



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３年5月27日　17：30～18：20主たる事務所（武豊町）書面による決議
　①  第１号議案　令和２年度事業報告の承認について　　　　　　
　②　第２号議案　令和２年度決算の承認について
　③  第３号議案　定款第13条の変更について
　④　第４号議案　定款第14条の変更について
　⑤  第５号議案　定款第15条の変更について
　⑥　第６号議案　役員任期満了に伴う後任者の選任について
　⑦　第７号議案　保護者アンケート及び自己評価について
　⑧  その他報告事項等

ア　理事会
（ア）開催日時及び場所、決議内容等

令和４年３月30日(水)　18：00～18:30　主たる事務所(武豊町)　書面による決議
① 第１号議案　令和3年度事業計画の承認について
② 第２号議案　令和3年度予算の承認について
③ 第３号議案　通常総会の議案について
④ その他報告事項







【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 942,357 
    障害福祉サービス事業 34,358,560 
    障害児通所支援事業収益 28,346,938 63,647,855 
  【その他収益】
    受取　利息 250 
    雑　収　益 235,527 235,777 
        経常収益  計 63,926,632 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 31,452,847 
      退職給付費用(事業) 3,502,000 
      法定福利費(事業) 3,676,498 
      福利厚生費(事業) 186,288 
        人件費計 38,817,633 
    （その他経費）
      業務委託費 116,150 
      印刷製本費(事業) 4,081 
      会　議　費(事業) 32,943 
      図書費（事業） 17,859 
      旅費交通費(事業) 14,910 
      通信運搬費(事業) 252,171 
      消耗品　費(事業) 1,911,123 
      修　繕　費(事業) 764,849 
      交際費（事業） 27,000 
      水道光熱費(事業) 698,614 
      燃料費（事業） 743,923 
      地代　家賃(事業) 1,432,784 
      賃  借  料(事業) 7,000 
      減価償却費(事業) 5,287,455 
      保　険　料(事業) 585,635 
      諸　会　費(事業) 126,500 
      租税　公課(事業) 62,400 
      研　修　費 270,379 
      支払手数料(事業) 36,147 
      支払　利息(事業) 159,469 
      雑　　　費(事業) 137,889 
        その他経費計 12,689,281 
          事業費  計 51,506,914 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      水道光熱費 2,523 
      地代　家賃 5,107 
      広告宣伝費 2,090,000 
        その他経費計 2,097,630 
          管理費  計 2,097,630 
            経常費用  計 53,604,544 
              当期経常増減額 10,322,088 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 10,322,088 
        法人税、住民税及び事業税 71,000 
          当期正味財産増減額 10,251,088 
          前期繰越正味財産額 19,072,845 
          次期繰越正味財産額 29,323,933 

自 令和3年 4月 1日  至 令和4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 3,230,403 
   現　　　金 168,587    流動負債  計 3,230,403 
   普通　預金 35,604,617  【固定負債】
    現金・預金 計 35,773,204   長期借入金 31,482,000 
  （売上債権）   退職給付引当金 15,069,000 
   未　収　金 9,756,774    固定負債  計 46,551,000 
    売上債権 計 9,756,774 負債合計 49,781,403 
  （その他流動資産）
   前払　費用 660,984  【正味財産】
   立　替　金 158,768   前期繰越正味財産額 19,072,845 
    その他流動資産  計 819,752   当期正味財産増減額 10,251,088 
     流動資産合計 46,349,730    正味財産　計 29,323,933 
 【固定資産】 正味財産合計 29,323,933 
  （有形固定資産）
   建　　　物 28,290,112 
   車両運搬具 4 
   機械及び装置 1 
   什器　備品 2,108,953 
   一括償却資産 357,114 
    有形固定資産  計 30,756,184 
     固定資産合計 30,756,184 
 【繰延資産】
  開発費 1,999,422 
   繰延資産  計 1,999,422 

資産合計 79,105,336 負債及び正味財産合計 79,105,336 

正　味　財　産　の　部

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4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)
  賃  借  料(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 68,400 0 68,399 1

合計 68,400 0 68,399 1

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 取得 減少 期末残高
一括償却資産 332,008 346,800 321,694 357,114
車両運搬具 1,100,002 1,099,998 4
機械及び装置 68,400 0 68,399 1
什器備品 456,624 2,130,741 478,412 2,108,953
建物 31,609,064 0 3,318,952 28,290,112

合計 33,566,098 2,477,541 5,287,455 30,756,184

【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 34,662,000 0 3,180,000 31,482,000

合計 34,662,000 0 3,180,000 31,482,000

7,000

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4年 3月31日 現在

備考

159,469
137,889

荒川磯慈善会より寄付

4,081
32,943
17,859
14,910

698,614

51,506,914

743,923
1,432,784

5,287,455
585,635
126,500

12,689,281

62,400
270,379
36,147

合計

31,452,847
3,502,000
3,676,498

186,288
38,817,633

116,150

252,171
1,911,123

764,849
27,000



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 168,587 
      普通　預金 35,604,617 
        現金・預金 計 35,773,204 
    （売上債権）
      未　収　金 9,756,774 
        売上債権 計 9,756,774 
    （その他流動資産）
      前払　費用 660,984 
      立　替　金 158,768 
        その他流動資産  計 819,752 
          流動資産合計 46,349,730 
  【固定資産】
    （有形固定資産）
      建　　　物 28,290,112 
      車両運搬具 4 
      機械及び装置 1 
      什器　備品 2,108,953 
      一括償却資産 357,114 
        有形固定資産  計 30,756,184 
          固定資産合計 30,756,184 
  【繰延資産】
    開発費 1,999,422 
      繰延資産  計 1,999,422 
        資産の部  合計 79,105,336 

  【流動負債】
    未　払　金 3,230,403 
      流動負債  計 3,230,403 
  【固定負債】
    長期借入金 31,482,000 
    退職給付引当金 15,069,000 
      固定負債  計 46,551,000 
        負債の部  合計 49,781,403 

        正味財産 29,323,933 

《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4年 3月31日 現在
《資産の部》


