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平成２８年度  事 業 報 告 書 
 

  平成28年4月1日から平成29年３月31日まで 
 
 
 
  

 
 

 特定非営利活動法人ＷＥＬ’Ｓ  
 
 １ 事業の成果 

 今年度は、前年度に引き続き、国、企業及び障害者支援団体等と密接に連携し、障害者就労支援及び
職業訓練等を行い、社会への浸透と障害者福祉の向上に貢献した。 
次年度も、より法人が発展するよう継続的に努力したい。 
 

 
 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 

 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

 

(1)障害者の
就労支援事業 

(1)-ア 
企業内授産事業 
就労を希望する障害のある方に
対して企業内における就労訓練
を実施した。 

通年 東京都内 7人 
障害のある利用者 

30人 

(1)-イ 
障害者就業支援センターの運営 
障害者雇用を行う企業の相談や
求職者および在職者の支援を行
った。 

通年 
東京都内 
及び近郊 

6人 

支援対象者 
465人 

支援対象企業 
221社 

(1)-ウ 
企業内研修委託事業 
企業内で働く障害のある方に研
修を行った。 

通年 
東京都内 
及び近郊 

2人 

障害者 
97人  

企業内雇用 
担当者 
20人 

(1)-エ 
東京都研修委託事業 
東京都内で就労支援業務を行う
支援者に研修を行った。 

通年 東京都内 8人 
都内の支援者 

167人 
 

(1)-オ 
中小企業障害者雇用応援連携事
業 
東京都からの受託により、障害
者雇用義務の対象となる企業に
訪問し、障害者雇用に係る情報
提供を行った。 

通年 
東京都内 
及び近郊 

4人 
障害者雇用義務の
ある中小企業 

124社 

３ ジョブコーチ事業 
企業内で働く障害のある方への
定着支援を行った。 

通年 東京都内 1人 
企業で働く障害者 

12人 



(2)障害者及
び児童の生
活・余暇支援
事業 

(2)-ア 
障害者生活支援センターの運営 
求職者及び在職者の生活支援を
地域の関連機関と連携しながら
行った。 

通年 
東京都内 
及び近郊 2人 

支援対象者 
465人 

支援対象企業 
221社 

(3)障害者総
合支援法に基
づく障害福祉
サービスの実
施 

障害者総合支援法に基づく多機
能型事業所の管理運営 
就労を希望する障害のある方に
対して事業所内での訓練及び施
設外での訓練や実習における支
援を行った。 

通年 
就労準備センタ
ーわだち・ふら

っと 
12人 

障害のある利用者 
27人 

  
（２）その他の事業 
  本年度は実施なし。 
 

 
 



書式第１３号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人ＷＥＬ'Ｓ
（単位：円）

Ⅰ　経常収益
１　受取会費受託事業収入
(1)障害者の就労支援事業収益

ア　企業内授産事業収益 9,543,117
36,274,000

ウ　企業内研修委託事業 1,622,300
エ　東京都研修委託事業 2,864,160

5,798,520
(2)障害者及び児童の生活・余暇支援事業収益

ア　生活支援センター事業収益 6,832,000

ア　訓練等給付費収入 50,171,279

10,910,000
３　助成金収入

1,130,600
就労移行支援事業 97,200

４　寄附金収入
企業内授産事業 1,000,000

126,243,176
５　その他収益

受取利息 79
122,967 123,046

経常収益計 126,366,222
Ⅱ　経常費用

１　事業費
(1)人件費

利用者工賃 6,219,040
給料手当 56,578,222
賞与 12,372,500
法定福利費 10,282,017
採用教育費 75,850
人件費計 85,527,629

交際費 38,145
会議費 344,134
旅費交通費 3,744,192
通信費 1,907,885
事務用品費 1,830,377
修繕費 108,000
水道光熱費 642,576
新聞図書費 25,410
諸会費 92,800
支払手数料 467,764
車両費 102,400
保険料 101,628
支払報酬料 175,000
減価償却費 995,560
地代家賃 8,121,538
長期前払費用償却 158,285
印刷費 67,210
清掃委託費 730,076
その他経費計 19,652,980

105,180,609
２　管理費

(2)その他経費

２　補助金収入

平成28年度　　活動計算書

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

科 目 金 額

イ　就業支援センター事業収益

雑収入

ジョブコーチ事業

オ　中小企業障碍者雇用応援連携事業

　　　　　事業収益

就労移行支援事業

(3)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス収
益事業

事業費計



(1)人件費
給料手当 480,000
賞与 200,000
法定福利費 110,881
福利厚生費 93,090
採用教育費 68,200
人件費計 952,171

交際費 339,822
会議費 149,088
旅費交通費 613,641
通信費 478,394
事務用品費 1,109,262
修繕費 947,371
新聞図書費 56,714
諸会費 86,580
支払手数料 151,645
車両費 563,333
保険料 314,162
支払報酬料 4,302,053
減価償却費 732,290
地代家賃 284,000
賃借料 1,367,568
租税公課 2,270,990
印刷費 1,022,338
その他経費計 14,789,251

15,741,422
120,922,031

Ⅲ　経常外収益

　　

Ⅳ　経常外費用
支払利息 14,350

　
14,350

税引前当期正味財産増減額 5,429,841
法人税、住民税及び事業税 120,011
当期正味財産増減額 5,309,830
前期繰越正味財産額 11,172,252

　　次期繰越収支差額次期繰越正味財産額 16,482,082

.

経常外収益計

経常外費用計

管理費計
経常費用計

当期経常増減額

(2)その他経費



書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人ＷＥＬ'Ｓ

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 4,587,312

未収金 11,023,239

　流　動　資　産　合　計 15,610,551

２　固定資産

(1)有形固定資産

　　建物 7,467,351

附属設備 1,205,126

車両運搬具 295,703

有形固定資産計 8,968,180

(2)投資その他の資産

　　敷金 856,000

差入保証金 344,000

長期前払金費用 195,286

投資その他の資産計 1,395,286

　固　定　資　産　合　計 10,363,466

資　　産　　合　　計 25,974,017

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 6,035,825

未払法人税等 120,000

未払消費税 1,234,600

預り金 2,101,510

　流　動　負　債　合　計 9,491,935

２　固定負債

長期借入金 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 9,491,935

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 11,172,252

 当期正味財産増減額 5,309,830

 正味財産合計 16,482,082

負債及び正味財産合計 25,974,017

平成28年度  貸借対照表

平成29年３月31日現在

科 目 金 額



書式第１７号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人ＷＥＬ'Ｓ

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 4,587,312

未収金 11,023,239

　流　動　資　産　合　計 15,610,551

２　固定資産

(1)有形固定資産

　　建物 7,467,351

附属設備 1,205,126

車両運搬具 295,703

有形固定資産計 8,968,180

(2)投資その他の資産

　　敷金 856,000

差入保証金 344,000

長期前払金費用 195,286

投資その他の資産計 1,395,286

　固　定　資　産　合　計 10,363,466

資　　産　　合　　計 25,974,017

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 6,035,825

未払法人税等 120,000

未払消費税 1,234,600

預り金 2,101,510

　流　動　負　債　合　計 9,491,935

２　固定負債

長期借入金 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 9,491,935

正　　味　　財　　産 16,482,082

平成28年度　　財産目録

平成29年３月31日現在

科 目 金 額
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