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特定非営利活動法人ミュー          

 

１ 事業の成果 

  当法人は、障害者総合支援法の下、サービスを提供しております。令和 2 年度は、昨年同様の事業

を継続することができました。 

  また、武蔵野市より、精神障害者地域生活支援事業、障害者就労支援事業、市民こころの健康支援

事業等を受託し、市民と一体化したメンタルヘルスの向上と精神保健福祉の増進並びに、地域全体の

健康に貢献することを目的として事業を行い、次年度から拡充する精神障害者地域生活支援事業の準

備も行いました。 

 

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              （事業費の総費用【153,928】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

障害者総合支
援法に基づく
障害福祉サー
ビス事業 

就労継続支援 B 型 
（ワークショップ MEW） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 9 人 
精神障害

者 

延べ 
4,487 人 

44,637 
 

同上 
就労移行支援・就労定着支
援 
（就労支援センターMEW） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 9 人 
精神障害

者 

延べ 
689 人 

19,298 
✱① 

同上 
共同生活援助 
（ミューのいえ） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 8 人 
精神障害

者 
14 人 42,132 

障害者総合支
援法に基づく
一般相談支援
事業 

地域移行支援・地域定着支
援 
（ライフサポート MEW） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 4 人 
精神障害

者 

延べ 
112 人 

✱② 
に含む 

障害者総合支
援法に基づく
特定相談支援
事業 

計画相談支援 
（ライフサポート MEW） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 4 人 
精神障害

者 

延べ 
170 人 

✱② 
に含む 
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精神障害者地
域生活支援事
業 

地域活動支援センター 
（ライフサポート MEW） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 9 人 
精神障害

者 

延べ 
3,134 人 

47,860 
✱② 

障 害 者 の 就
労・雇用を支援
する事業 

障害者就労支援センター 
（あいる） 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 2 人 障害者 378 人 
✱① 
に含む 

市民に対する
精神保健福祉
及び医療の増
進に関する啓
発、広報事業 

市民こころの健康支援 

令和 2 年 4

月1日～令

和 3年 3月

31 日 

武蔵野市 8 人 
主に武蔵

野市民 

延べ 
261 人 

✱② 
に含む 

同上 精神保健福祉啓発事業 

令和 3 年 1

月 24 日予

定が中止。

市の HP に

て配信。 

武蔵野市 4 人 
主に武蔵

野市民 
 

✱① 
に含む 

その他、この法
人の目的達成
に必要な事業 

精神障害者ホームヘルパー
等支援者研修 

令和 2 年 2

月 17 日 
武蔵野市 4 人 

ホームヘ

ルパー等

支援者 

研修受講
5 人 

WEB 配信 
20 人 

✱② 
に含む 

 

 

（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

  

  

  

  

  

  

 



特定非営利活動法人ミュー
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  経常収益
   1. 受取会費
      正会員受取会費 318,000
      賛助会員受取会費 96,000 414,000
   2. 受取助成金等
      受取国庫助成金 6,665,501 6,665,501
   3. 事業収益
      国保連収入 70,672,296
      委託金収入 46,171,768
      就労収入 3,838,235
      利用者負担金収入 212,581
      過度的雇用収入 105,352
      夕食サービス収入 137,600
      都単価請求収入（ＧＨ） 21,260,430
      受取補助金等 11,437,381
      その他の収入 16,078
      値引・戻り高 △ 66,624 153,785,097
   4. その他収益
      受取利息 474
      実習指導費収入 194,000
      賛助会より繰入 390,000
      その他の収入 66,500
      過度的収入 50,650 701,624
    経常収益計 161,566,222

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 39,970,499
        時間外手当 3,188,285
        通勤手当 1,761,723
        賞与手当 17,569,963
        法定福利費 8,793,832
        臨時雇賃金 12,134,269
        人件費計 83,418,571
    (2) その他経費
        売上原価 3,376,929
        諸謝金 470,288
        印刷製本費 296,199
        旅費交通費 347,897
        利用者交通費 1,330,046
        通信運搬費 1,674,257
        消耗品費 2,023,821
        備品購入費 229,750
        修繕費 926,181
        水道光熱費 1,450,279
        地代家賃 27,913,295
        施設等評価費用 356,000
        減価償却費 888,577
        保険料 346,656
        諸会費 57,000
        研修費 5,000
        管理諸費 3,135,073
        更新・手数料 660,000
        行事費 4,026
        福利厚生費 463,617
        雑費 289,974
        その他経費計 46,244,865
      事業費計 129,663,436

活動計算書

令和  2年  4月  1日 から令和  3年  3月 31日 まで

金　　　　額



   2. 管理費
    (1) 人件費
        給与手当 4,670,400
        時間外手当 11,045
        通勤手当 102,090
        賞与手当 1,732,380
        法定福利費 1,761,754
        利用者工賃 44,572
        臨時雇賃金 2,411,689
        人件費計 10,733,930
    (2) その他経費
        印刷製本費 215,658
        慶弔費 10,000
        旅費交通費 59,502
        通信運搬費 200,340
        消耗品費 212,958
        備品購入費 366,600
        水道光熱費 103,736
        地代家賃 1,230,252
        減価償却費 62,405
        保険料 49,964
        諸会費 97,872
        租税公課 1,118,450
        支払利息 9,390
        委託料 3,094,609
        管理諸費 184,728
        研修費 61,000
        福利厚生費 3,425,000
        清掃費 639,945
        諸謝金 43,982
        広告宣伝費 5,568
        行事費 594,099
        本部会計繰入 390,000
        雑費 137,726
        その他経費計 12,313,784
      管理費計 23,047,714
    経常費用計 152,711,150
      当期経常増減額 8,855,072

Ⅲ  経常外収益
   1. その他経常外収益
      移設準備引当金戻入 1,980,643
      移転補償金 9,160,000 11,140,643
    経常外収益計 11,140,643

Ⅳ  経常外費用
   1. その他経常外費用
      移設準備引当金 10,500,000 10,500,000
    経常外費用計 10,500,000
      税引前当期正味財産増減額 9,495,715
      法人税、住民税及び事業税 70,000
      当期正味財産増減額 9,425,715
      前期繰越正味財産額 53,517,537

      次期繰越正味財産額 62,943,252



特定非営利活動法人ミュー
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金 72,913,064
      未収入金 15,216,623
      前払費用 1,428,117
      立替金 11,645
      流動資産合計 89,569,449
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        建物付属設備 13,476,395
        什器備品 303,811
        有形固定資産計 13,780,206
    (2) 無形固定資産
        電話加入権 170,384
        無形固定資産計 170,384
    (3) 投資その他の資産
        差入保証金 9,082,080
        投資その他の資産計 9,082,080
      固定資産合計 23,032,670
    資産合計 112,602,119

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 5,414,818
      預り保証金・共通金 2,576,633
      預り金 1,167,416
      移設準備引当金 10,500,000
      流動負債合計 19,658,867
   2. 固定負債
      長期借入金 30,000,000
      固定負債合計 30,000,000
    負債合計 49,658,867
    正味財産 62,943,252

財　産　目　録

令和  3年  3月 31日 現在

金　　　　額



特定非営利活動法人ミュー
（単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
      現金預金 72,913,064
      未収入金 15,216,623
      前払費用 1,428,117
      立替金 11,645
      流動資産合計 89,569,449
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        建物付属設備 13,476,395
        什器備品 303,811
        有形固定資産計 13,780,206
    (2) 無形固定資産
        電話加入権 170,384
        無形固定資産計 170,384
    (3) 投資その他の資産
        差入保証金 9,082,080
        投資その他の資産計 9,082,080
      固定資産合計 23,032,670

    資産合計 112,602,119

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 5,414,818
      預り保証金・共通金 2,576,633
      預り金 1,167,416
      移設準備引当金 10,500,000
      流動負債合計 19,658,867
   2. 固定負債
      長期借入金 30,000,000
      固定負債合計 30,000,000
    負債合計 49,658,867

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 53,517,537
      当期正味財産増減額 9,425,715
    正味財産合計 62,943,252

    負債及び正味財産合計 112,602,119

貸借対照表

令和  3年  3月 31日 現在

金　　　　額


