
（法第 28条第 1項関係「前事業年度の事業報告書」） 

 

３１年度の事業報告書 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで 

 

特定非営利活動法人どんぐりはうす 

   

1、 事業の成果 

平成３１年は、心身の発達に障害や遅れがみられる子供たちが、仲間と共に安全で豊かな放課後を過ご

せるようにする事、また、親も安心して働く事が出来るようにする事に重点を置いて「児童発達支援・

放課後等デイサービス」及び「相談支援事業」を行った。 

 どんぐりはうすの事業・取り組みは、日々の積み重ねが大切であり、年を重ねるごとに充実してきまし

た。内容もマンネリ化しない様新しい発想を取り入れてきました。 

「サビキ釣り体験」「熊野高校サポータズクラブ交流「南部までの乗り継ぎを含めた電車体験」等々、初

めての子供が多く、リスクはありましたが実施して良かったと思います。職員も子供たちからも「楽し

かった・また行きたい。」との感想寄せられ良い経験が出来ました。 

家族会の協力で開催した「バーベキュー大会」「どんぐり祭り」「餅つき大会」などは、家族さんとの距

離がぐっと近くなり意味があると感じました。 

これからもどんぐりはうすは、子供たちと家族、そして職員が一つになってより良い支援を実践してゆ

きたいと思います。、 

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 
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【 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 】 

（1）「日常生活動作・社会適応訓練・レクレーション」 

・日常生活動作に関しては、年齢・発達段階も大きくな

る為、あいさつから始まるどんぐりの日課を中心と

し、個々の課題を設定し取り組んできました。パニッ

ク・偏食・こだわり・粗暴行為等たくさんの課題があ

りました。その子の課題を共有し指導・支援をしてゆ

くことが大切であると感じました。 

・社会適応訓練に関しては、屋外・公共の場所に出掛ける

機会を多く設けました。公共の場に出掛ける、公共のルー

ルを知る、多くの人と関わることが大切だと考えます。 

そんな活動を経験し、挨拶を出来るようになった子も多

くいますし、自信をつけた子も沢山しました。子供たち

が、その場その場で出会った人と会話しているのを見る

ととても嬉しく思いました。 
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・レクレーションに関しては、室内の余暇指導に加え

て、屋外での体験の機会を多くしました。「子供達が年

頃になった時、仲間と一緒に出来たら良いな―」 

そんな事をイメージしながら、・サビキ釣り・熊野高校

サポーターズリーダークラブとのダンス交流・みかん狩

り・ランチ体験・JR 乗り継ぎ体験などなど・そして、家

族との、バーベキュー大会・どんぐり祭り・餅つき大会・

職員さんの事前の準備は大変でしたが、しっかり伝える

事で子供達も楽しめ良い経験になったと思います。 

 

（2）「送迎」 

地域の小学校の利用者が多くなり、公用車を増やし現在

7 台の公用車で田辺方面・上富田龍神方面・白浜方面の

送迎を行っている。今後に於いても、多くのニーズに応

え行きたいと考えます。大きな事故も無く、１年が終わ

れた事をうれしく思い、今後も安全運転に心がけて行き

ます。 

 

（3）「障害のある人、その家族及び関係者他からの相談」   

どんぐりふくちゃん（相談支援事業）に於いては、放課後

等デイを利用することになった子供の施設内の支援計画

だけでなく、その子の必要なサービスの組み立て・計画

が出来るようになりました。どんぐりはうすの卒業生に

対しても継続して支援してまいります。 

総合的な計画ができる様になったことで、田辺・西牟婁

圏域の事業所との繋がりも増えます。また、直接どんぐ

りはうすの門を叩いてくれる方が増え、利用者の獲得に

もつながる事になります。 

 

（4）「地域社会に対する普及活動」 

障害児・者に対する理解・新規利用者の募集を兼ねて、

啓発活動を行っている。 

大きな取り組みの一つが、２６年度から始まった市ノ瀬

小学校との交流です。 

３１年度は、小学校の毎月第一金曜日午後の本の読み聞

かせの会に参加させて頂きました。 

学校の図書室でまっていると、各学年の学級委員長が迎

えに来てくれて教室に案内してくれます。各学年別に交

流をしました。放課後の子供達もどんぐりはうすに遊び

に来てくれるようになりました。 

子供達が、自然に関わりを持ち会話をしたり、ゲームを



したりできる様になってほしいと思います。 

 

【 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 】 

 

【 課題 】 

冒頭で触れた成果に反して課題も多くあります。 

1、 職員の専門性を高める事（研修等） 

2、 慢性化した人員不足、有資格者・優秀な職員の採用 

3、 不登校の子供たちの増加、知的のも高く・運動能力

も優れている子供たちの支援。 

4、 家族・行政・学校等との連携を行い、支援の成果を

上げる。 

 

【 事業所の課題 】 

① 職員の専門性を高める事（研修等）、有資格者・優

秀な職員の採用。 

② 利用者の数を増やし、日々の利用者数を充足させ

て、収入の安定を図る。（目標は、契約登録者数が

60名、日々の利用者数が２０名以上です。） 

③ 登校拒否で学校に行けない子供が複数います。知的

にも高く、運動能力も優れている。その子たちの支

援。 

④ 家族・行政・学校等と連携を行い、支援の成果を

上げる。 

⑤  

【 法人の課題 】 

① 組織力を高め法人の運営に取り組む。 

② 福祉事業の現状、体制の変更等に対応し、事業展

開を考える。 

 

 

 

 

以上 

 

 



和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬1251番地

決　算　報　告　書

特定非営利活動法人　どんぐりはうす

第 10期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

10 期



【経常収益】

  【受取助成金等】

    助 　成 　金 250,000 

  【事業収益】

    教材・活動収益 321,050 

    障害児通所支援事業収益 43,694,253 

    利用者負担金収益 1,314,599 45,329,902 

  相談支援事業障害児給付費収益 1,866,440 

  【その他収益】

    受 取 利 息 145 

    雑収入 234,057 234,202 

        経常収益  計 47,680,544 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給 料 手 当(事業) 22,096,810 

      賞 与 手 当(事業) 4,301,832 

      退職給付費用 1,286,000 

      退職給付費用（過去金） 92,400 

      通  勤  費(事業) 523,144 

      法定福利費(事業) 3,277,697 

      福利厚生費(事業) 142,068 

        人件費計 31,719,951 

    （その他経費）

      事務費（事業） 150,516 

      旅費交通費（事業） 102,000 

      教材費（事業） 610,096 

      車　両　費(事業) 618,167 

      車両燃料費(事業) 897,395 

      通　信　費(事業) 249,663 

      消 耗 品 費(事業) 1,127,168 

      修　繕　費(事業) 319,412 

      水道光熱費(事業) 921,590 

      広告啓発費（事業） 3,000 

      新聞図書費(事業) 23,121 

      会議費（事業） 1,881 

      減価償却費(事業) 1,333,393 

      保　険　料(事業) 772,534 

      諸会費（事業） 24,000 

      租税公課（事業） 268,330 

      支払手数料（事業） 323,127 

      研修費（事業） 55,150 

      雑　　　費(事業) 29,773 

        その他経費計 7,830,316 

          事業費  計 39,550,267 

  【管理費】

    （人件費）

      給 料 手 当 3,944,160 

      賞 与 手 当 977,040 

      退職給付費用 288,000 

      退職給付費用（過去分） 369,600 

      通　勤　費 72,000 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日特定非営利活動法人　どんぐりはうす



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日特定非営利活動法人　どんぐりはうす

      法定福利費 752,233 

      福利厚生費 10,449 

        人件費計 6,413,482 

    （その他経費）

      理事会運営費 4,648 

      通　信　費 365 

        その他経費計 5,013 

          管理費  計 6,418,495 

            経常費用  計 45,968,762 

              当期経常増減額 1,711,782 

【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 1,711,782 

          当期正味財産増減額 1,711,782 

          前期繰越正味財産額 40,301,371 

          次期繰越正味財産額 42,013,153 



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 183,600 

      紀陽銀行 預金 1,047,877 

      郵便局1　預金 222 

      郵便局2　預金 541 

      Ｊ Ａ 積 立 7,636,295 

        現金・預金 計 8,868,535 

    （その他流動資産）

      前払金 10,098 

      未 収 収 益 9,625,989 

        その他流動資産  計 9,636,087 

          流動資産合計 18,504,622 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      土　　　地 13,600,000 

      建　　　物 9,653,444 

      車両運搬具 269,728 

      器具備品 477,067 

        有形固定資産  計 24,000,239 

    （投資その他の資産）

      リサイクル預託金 7,750 

        （投資その他の資産） 合計 7,750 

          固定資産合計 24,007,989 

            資産の部  合計 42,512,611 

  【流動負債】

    未　払　金 405,936 

    前受収益 3,000 

    預り金　雇用保険 90,522 

      流動負債  計 499,458 

        負債の部  合計 499,458 

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額 40,301,371 

    当期正味財産増減額 1,711,782 

      正味財産　計 42,013,153 

        正味財産の部  合計 42,013,153 

          負債・正味財産合計 42,512,611 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人　どんぐりはうす

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

令和2年 3月31日 現在全事業所



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 183,600 

      紀陽銀行 預金 1,047,877 

      郵便局1　預金 222 

      郵便局2　預金 541 

      Ｊ Ａ 積 立 7,636,295 

        現金・預金 計 8,868,535 

    （その他流動資産）

      前払金 10,098 

      未 収 収 益 9,625,989 

        その他流動資産  計 9,636,087 

          流動資産合計 18,504,622 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      土　　　地 13,600,000 

      建　　　物 9,653,444 

      車両運搬具 269,728 

      器具備品 477,067 

        有形固定資産  計 24,000,239 

    （投資その他の資産）

      リサイクル預託金 7,750 

        （投資その他の資産） 合計 7,750 

          固定資産合計 24,007,989 

            資産の部  合計 42,512,611 

  【流動負債】

    未　払　金 405,936 

    前受収益 3,000 

    預り金　雇用保険 90,522 

      流動負債  計 499,458 

        負債の部  合計 499,458 

        正味財産 42,013,153 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人　どんぐりはうす

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

令和2年 3月31日 現在全事業所



[税込]（単位：円）

全事業所

【経常収益】

  【受取助成金等】

    助 　成 　金 250,000 

  【事業収益】

    教材・活動収益 321,050 

    障害児通所支援事業収益 43,694,253 

    利用者負担金収益 1,314,599 

  相談支援事業障害児給付費収益 1,866,440 

  【その他収益】

    受 取 利 息 145 

    雑収入 234,057 

        経常収益  計 47,680,544 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給 料 手 当(事業) 22,096,810 

      賞 与 手 当(事業) 4,301,832 

      退職給付費用 1,286,000 

      退職給付費用（過去金） 92,400 

      通  勤  費(事業) 523,144 

      法定福利費(事業) 3,277,697 

      福利厚生費(事業) 142,068 

        人件費計 31,719,951 

    （その他経費）

      事務費（事業） 150,516 

      旅費交通費（事業） 102,000 

      教材費（事業） 610,096 

      車　両　費(事業) 618,167 

      車両燃料費(事業) 897,395 

      通　信　費(事業) 249,663 

      消 耗 品 費(事業) 1,127,168 

      修　繕　費(事業) 319,412 

      水道光熱費(事業) 921,590 

      広告啓発費（事業） 3,000 

      新聞図書費(事業) 23,121 

      会議費（事業） 1,881 

      減価償却費(事業) 1,333,393 

      保　険　料(事業) 772,534 

      諸会費（事業） 24,000 

      租税公課（事業） 268,330 

      支払手数料（事業） 323,127 

      研修費（事業） 55,150 

      雑　　　費(事業) 29,773 

        その他経費計 7,830,316 

          事業費  計 39,550,267 

  【管理費】

    （人件費）

      給 料 手 当 3,944,160 

      賞 与 手 当 977,040 

      退職給付費用 288,000 

      退職給付費用（過去分） 369,600 

      通　勤　費 72,000 

      法定福利費 752,233 

      福利厚生費 10,449 

特定非営利活動法人　どんぐりはうす

自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所

特定非営利活動法人　どんぐりはうす

自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

        人件費計 6,413,482 

    （その他経費）

      理事会運営費 4,648 

      通　信　費 365 

        その他経費計 5,013 

          管理費  計 6,418,495 

            経常費用  計 45,968,762 

              当期経常増減額 1,711,782 

【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 1,711,782 

      当期正味財産増減額 1,711,782 

      前期繰越正味財産額 40,301,371 

      次期繰越正味財産額 42,013,153 



【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).事業費の内訳

(2).固定資産の減価償却の方法

　　有形固定資産：法人法税の規定に基づく定額法

【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 放課後デイサービス 児童発達支援 相談支援 合計

Ⅰ経常収益

　1.助成金 237,500 2,500 10,000 250,000

　2.障害児通所支援事業収益 43,063,407 453,299 1,813,196 45,329,902

　3.相談支援収益 1,773,118 18,664 74,658 1,866,440

　4.受取利息 138 1 6 145

　5.その他収益 222,354 2,341 9,362 234,057

　経常収益計 45,296,517 476,805 1,907,222 47,680,544

Ⅱ経常費用

　1.人件費

  　給料（賞与）手当 30,319,237 319,150 1,276,599 31,914,986

  　退職給付費用 1,495,300 15,740 62,960 1,574,000

  　退職給付費用（過去金） 438,900 4,620 18,480 462,000

  　法定福利費 3,828,434 40,299 161,197 4,029,930

 　 福利厚生費 144,891 1,525 6,101 152,517

    人件費計 36,226,762 381,334 1,525,337 38,133,433

　2.その他経費

 　 教材費 579,591 6,101 24,404 610,096

　　会議費 1,787 19 75 1,881

　　事務費 142,990 1,505 6,021 150,516

　　理事会運営費 4,416 46 186 4,648

　　旅費交通費 96,900 1,020 4,080 102,000

  　車両費・車両燃料費 1,439,784 15,156 60,622 1,515,562

  　通信費 237,527 2,500 10,001 250,028

  　消耗品費 1,070,809 11,272 45,087 1,127,168

  　修繕費 303,442 3,194 12,776 319,412

  　水道光熱費 875,510 9,216 36,864 921,590

　　広告啓発費 2,850 30 120 3,000

 　 諸会費 22,800 240 960 24,000

    新聞図書費 21,965 231 925 23,121

  　保険料 733,908 7,725 30,901 772,534

　　租税公課 254,914 2,683 10,733 268,330

　　支払手数料 306,971 3,231 12,925 323,127

　　研修費 52,393 551 2,206 55,150

  　減価償却費 1,266,723 13,334 53,336 1,333,393

  　雑費 28,284 298 1,191 29,773

    その他経費計 7,443,564 78,352 313,413 7,835,329

  経常費用計 43,670,326 459,686 1,838,750 45,968,762

  当期経常増減額 1,626,191 17,119 68,472 1,711,782

【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 減価償却累計額 期末帳簿価額

（有形固定資産）

　建　　　物 10,875,447 0 0 10,875,447 △ 1,222,003 10,266,431 

　車両運搬具 6,745,476 50,000 0 6,795,476 △ 6,525,748 706,116 

　器具備品 1,428,460 128,740 0 1,557,200 △ 1,080,133 582,345 

　土地 13,600,000 0 0 13,600,000 13,600,000 

　    合計 32,649,383 178,740 0 32,828,123 △ 8,827,884 25,154,892 

財務諸表の注記
特定非営利活動法人　どんぐりはうす 令和 2年 3月31日 現在
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