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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 3 年度は、就労移行支援事

業所である就労支援センターMEW を廃止いたしました。 

  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【126,401】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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 6人 
精神障害

者 

延べ 
3,568人 40,454 

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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 4人 
精神障害

者 

延べ 
1,106人 

17,273 
✱① 

同上 共同生活援助 
（ミューのいえ） 

令和 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 6人 
精神障害

者 
14人 32,671 

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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 4人 
精神障害

者 

延べ 
88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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 4人 
精神障害

者 

延べ 
339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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 8人 
精神障害

者 

延べ 
3,272人 

36,001 
✱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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 2人 障害者 94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 3 年 4

月1日～令

和 4年 3月

31 日 

武蔵野市 8人 
主に武蔵

野市民 

延べ 
257人 

✱② 
に含む 

同上 精神保健福祉啓発事業 

令和 4 年 2

月 15 日～

令和 4 年 3

月 31 日 

武蔵野市 4人 
主に武蔵

野市民 

延べ 
715人 

✱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 4 年 3

月 15 日 
武蔵野市 3人 

ホームヘ

ルパー等

支援者 

5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 256,000
      賛助会員受取会費 253,000 509,000
   2. 受取助成金等
      受取国庫助成金 2,597,328 2,597,328
   3. 事業収益
      国保連収入 63,772,159
      委託金収入 46,447,368
      就労収入 3,581,873
      利用者負担金収入 70,996
      夕食サービス収入 230,650
      都単価請求収入（ＧＨ） 20,126,503
      受取補助金等 12,095,131
      その他の収入 29,214 146,353,894
   4. その他収益
      受取利息 429
      実習指導費収入 30,000
      賛助会より繰入 490,000
      その他の収入 84,361
      過度的収入 213,112 817,902
    経常収益計 150,278,124

Ⅱ  経常費用
   1. 事業費
    (1) 人件費
        給料手当 35,091,547
        時間外手当 3,233,927
        通勤手当 1,868,165
        賞与手当 14,552,800
        法定福利費 7,793,633
        臨時雇賃金 15,868,831
        人件費計 78,408,903
    (2) その他経費
        売上原価 3,337,369
        諸謝金 417,851
        印刷製本費 128,507
        旅費交通費 349,159
        利用者交通費 1,199,052
        通信運搬費 1,482,591
        消耗品費 2,523,478
        備品購入費 333,760
        修繕費 1,060,621
        水道光熱費 1,508,936
        地代家賃 27,775,104
        施設等評価費用 600,000
        減価償却費 848,575
        保険料 260,610
        諸会費 54,000
        租税公課 600
        研修費 105,300
        管理諸費 2,717,371
        更新・手数料 112,540
        行事費 40,191
        福利厚生費 366,539
        広告宣伝費 154,000
        雑費 528,885
        その他経費計 45,905,039
      事業費計 124,313,942

活動計算書

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

金　　　　額



特定非営利活動法人ミュー
（単位：円）

科　　　　目

   2. 管理費
    (1) 人件費
        給与手当 9,210,101
        時間外手当 807,803
        通勤手当 138,428
        賞与手当 3,569,978
        法定福利費 3,349,894
        利用者工賃 205,336
        臨時雇賃金 1,890,000
        人件費計 19,171,540
    (2) その他経費
        印刷製本費 107,035
        慶弔費 20,000
        旅費交通費 124,037
        通信運搬費 205,201
        消耗品費 248,872
        備品購入費 14,340
        修繕費 97,570
        水道光熱費 110,832
        地代家賃 1,230,252
        減価償却費 59,595
        保険料 4,960
        諸会費 106,300
        租税公課 1,034,050
        支払利息 3,750
        委託料 2,355,450
        管理諸費 209,478
        研修費 5,500
        福利厚生費 1,909,770
        清掃費 645,213
        諸謝金 113,822
        広告宣伝費 7,850
        本部会計繰入 490,000
        雑費 179,284
        その他経費計 9,283,161
      管理費計 28,454,701
    経常費用計 152,768,643
      当期経常増減額 △ 2,490,519

Ⅲ  経常外収益
   1. その他経常外収益
      移転補償金 21,000,000 21,000,000
    経常外収益計 21,000,000

Ⅳ  経常外費用
   1. 過年度損益修正損
      過年度法定福利費 2,795,520 2,795,520
    経常外費用計 2,795,520
      税引前当期正味財産増減額 15,713,961
      法人税、住民税及び事業税 3,299,500
      当期正味財産増減額 12,414,461
      前期繰越正味財産額 62,943,252

      次期繰越正味財産額 75,357,713

金　　　　額

活動計算書

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで



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 49,183,922
      未収入金 13,165,761
      前払費用 1,428,117
      流動資産合計 63,777,800
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        建物付属設備 12,680,816
        什器備品 1,919,760
        有形固定資産計 14,600,576
    (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 9,010,080
        投資その他の資産計 9,010,080
      固定資産合計 23,781,040
    資産合計 87,558,840

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 5,251,917
      未払消費税等 691,200
      未払法人税等 1,599,100
      預り保証金・共通金 2,401,517
      預り金 2,257,393
      流動負債合計 12,201,127
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 12,201,127
    正味財産 75,357,713

財　産　目　録

令和  4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 49,183,922
      未収入金 13,165,761
      前払費用 1,428,117
      流動資産合計 63,777,800
   2. 固定資産
    (1) 有形固定資産
        建物付属設備 12,680,816
        什器備品 1,919,760
        有形固定資産計 14,600,576
    (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 9,010,080
        投資その他の資産計 9,010,080
      固定資産合計 23,781,040

    資産合計 87,558,840

Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
      未払金 5,251,917
      未払消費税等 691,200
      未払法人税等 1,599,100
      預り保証金・共通金 2,401,517
      預り金 2,257,393
      流動負債合計 12,201,127
   2. 固定負債
      固定負債合計 0
    負債合計 12,201,127

Ⅲ  正味財産の部
      前期繰越正味財産 62,943,252
      当期正味財産増減額 12,414,461
    正味財産合計 75,357,713

    負債及び正味財産合計 87,558,840

貸借対照表

令和  4年  3月 31日 現在

金　　　　額


