
拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名    社会福祉法人　豊寿会            

事業所名  法人本部                        

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

  Page:   1

(単位：円)

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異
経常経費寄附金収入   3,900,000   3,900,000

収  経常経費寄附金収入   3,900,000   3,900,000
その他の収入   4,604,000   4,654,000      50,000

入  雑収入   4,604,000   4,654,000      50,000
    事業活動収入計(1)   8,504,000   8,554,000      50,000

事 事務費支出   1,020,000   1,037,016     -17,016
業  旅費交通費支出      73,000      90,400     -17,400
活  事務消耗品費支出       2,000       1,620         380
動  印刷製本費支出     200,000     200,000
に 支  通信運搬費支出      51,000      51,614        -614
よ  広報費支出     253,000     253,040         -40
る  業務委託費支出      82,000      82,080         -80
収  手数料支出      39,000      38,528         472
支  保険料支出     131,000     131,330        -330

出  租税公課支出       9,000       8,330         670
 雑支出     180,000     180,074         -74
支払利息支出     233,000     233,388        -388
 支払利息支出     233,000     233,388        -388
    事業活動支出計(2)   1,253,000   1,270,404     -17,404
    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   7,251,000   7,283,596      32,596

施 収
設 入     施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収     施設整備等支出計(5)
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

長期運営資金借入金収入   1,000,000   1,000,000
そ 収  役員等長期借入金収入   1,000,000   1,000,000
の 拠点区分間繰入金収入  30,000,000  30,000,000
他 入  拠点区分間繰入金収入  30,000,000  30,000,000
の     その他の活動による収入計(7)  31,000,000  31,000,000
活 長期運営資金借入金元金償還支出  10,163,000  10,163,000
動  長期運営資金借入金元金償還支出   9,163,000   9,163,000
に 支  役員等長期借入金元金償還支出   1,000,000   1,000,000
よ 積立資産支出  20,000,000  20,000,000
る  その他の積立資産支出  20,000,000  20,000,000
収 出 拠点区分間長期貸付金支出  35,500,000  35,500,000
支  拠点区分間長期貸付金支出  35,500,000  35,500,000

    その他の活動支出計(8)  65,663,000  65,663,000
    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -34,663,000 -34,663,000
    予備費支出(10)

    ―
    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -27,412,000 -27,379,404      32,596

    前期末支払資金残高(12)  58,414,000  58,414,272         272
    当期末支払資金残高(11)+(12)  31,002,000  31,034,868      32,868



拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名    社会福祉法人　豊寿会            

事業所名  法人本部                        

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

  Page:   1

(単位：円)

勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増　減
収 経常経費寄附金収益   3,900,000   2,380,000   1,520,000
益  経常経費寄附金収益   3,900,000   2,380,000   1,520,000

    サービス活動収益計(1)   3,900,000   2,380,000   1,520,000
サ 事務費   1,037,016   1,215,110    -178,094
｜  旅費交通費      90,400      74,400      16,000
ビ  事務消耗品費       1,620       1,620
ス 費  印刷製本費     200,000     200,000
活  通信運搬費      51,614      51,614
動  広報費     253,040     253,040
増  業務委託費      82,080      68,400      13,680
減  手数料      38,528      55,750     -17,222
の 用  保険料     131,330     995,010    -863,680
部  租税公課       8,330         960       7,370

 保守料      12,600     -12,600
 雑費     180,074       7,990     172,084
    サービス活動費用計(2)   1,037,016   1,215,110    -178,094
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)   2,862,984   1,164,890   1,698,094

サ 受取利息配当金収益      91,926           1      91,925
｜ 収  受取利息配当金収益      91,926           1      91,925
ビ その他のサービス活動外収益   4,654,000   4,900,000    -246,000
ス 益  雑収益   4,654,000   4,900,000    -246,000
活     サービス活動外収益計(4)   4,745,926   4,900,001    -154,075
動 支払利息     233,388     327,350     -93,962
外 費  支払利息     233,388     327,350     -93,962
増
減 用
の     サービス活動外費用計(5)     233,388     327,350     -93,962
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   4,512,538   4,572,651     -60,113

    経常増減差額(7)=(3)+(6)   7,375,522   5,737,541   1,637,981
特 収 拠点区分間繰入金収益  30,000,000  22,000,000   8,000,000
別 益  拠点区分間繰入金収益  30,000,000  22,000,000   8,000,000
増     特別収益計(8)  30,000,000  22,000,000   8,000,000
減 費
の 用     特別費用計(9)
部     特別増減差額(10)=(8)-(9)  30,000,000  22,000,000   8,000,000

    当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  37,375,522  27,737,541   9,637,981
繰     前期繰越活動増減差額(12) 246,748,691 219,011,150  27,737,541
越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 284,124,213 246,748,691  37,375,522
活     基本金取崩額(14)
動     その他の積立金取崩額(15)
増     その他の積立金積立額(16)  20,000,000  20,000,000
減      その他積立金積立額  20,000,000  20,000,000
差
額
の
部     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 264,124,213 246,748,691  17,375,522



拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名    社会福祉法人　豊寿会            

事業所名  法人本部                        

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

  Page:   1

(単位：円)

資    産    の    部
当年度末 前年度末 増    減

負    債    の    部
当年度末 前年度末 増    減

流動資産  31,034,868  58,414,272 -27,379,404 流動負債   9,996,000   9,163,000     833,000
  現金預金  31,034,868  58,414,272 -27,379,404   1年以内返済予定長期運営資金借入金   9,996,000   9,163,000     833,000
固定資産 377,306,125 321,714,199  55,591,926 固定負債  84,346,000  94,342,000  -9,996,000
基本財産  63,993,414  63,993,414   長期運営資金借入金  18,346,000  28,342,000  -9,996,000
  土地  63,993,414  63,993,414   役員等長期借入金  66,000,000  66,000,000
その他の固定資産 313,312,711 257,720,785  55,591,926 負債の部合計  94,342,000 103,505,000  -9,163,000
  拠点区分間長期貸付金 284,805,120 249,305,120  35,500,000
  施設整備等積立資産  20,000,000  20,000,000                               純  資  産  の  部                               
  保険料積立資産   8,507,591   8,415,665      91,926 基本金  29,874,780  29,874,780

  基本金  29,874,780  29,874,780
その他の積立金  20,000,000  20,000,000
  施設整備等積立金  20,000,000  20,000,000
次期繰越活動増減差額 264,124,213 246,748,691  17,375,522
  次期繰越活動増減差額 264,124,213 246,748,691  17,375,522
  （うち当期活動増減差額）  37,375,522  27,737,541   9,637,981
純資産の部合計 313,998,993 276,623,471  37,375,522

資産の部合計 408,340,993 380,128,471  28,212,522 負債及び純資産の部合計 408,340,993 380,128,471  28,212,522



社会福祉法人豊寿会　平成２９年度　事業実績報告書

１．理事会・評議員会の開催及び監事監査の実施

　（１）理事会・評議員会の開催

　第1号議案 平成28年度における豊寿会の事業実績報告について

平成28年度本部拠点区分・各施設拠点区分の決算（案）及び

第1回理事会 監事による監査の報告について

5月25日（木） 　第3号議案 経理規程・理事会運営規則・評議員会運営規則の変更について

　第4号議案 ことのうみの大規模改修工事について

　第5号議案 その他

　第1号議案 平成28年度本部拠点区分・施設拠点区分の決算（案）について

　第2号議案 理事・監事の選任について

　報告事項 平成28年度における豊寿会の事業実績報告

　第1号議案 理事長（業務執行理事）の選定について

　報告事項（1） 防犯対策助成金について

　報告事項（2） 公益財団法人JKAの補助事業について

平成29年度本部会計・施設会計の補正予算（案）について

平成29年度本部会計・施設会計の予算（案）について

平成30年度職員俸給改正（案）について

　第4号議案 平成30年度における事業計画について　

第3回理事会 　第5号議案 経理規程の変更について

3月29日（木） 　第6号議案 管理諸規定（就業規則・給与規定他）の改正について

　第7号議案 その他

　報告事項（1） 小規模多機能ホームふなこしの現況報告について

　報告事項（2） ファミーユの組織の一部改正

　報告事項（3） その他

　（２）監査の実施

監事名 　監査実施日 監査項目

２．事業運営

事 業 種 別 　　　　　　　平成29年4月　～　平成30年3月

　①ケアハウスあかりさきの運営（定員50名）　②養護老人ホームソレイユ

　の運営（定員75名）　③養護老人ホームことのうみの運営（定員50名）

　④特別養護老人ホームファミーユの運営（定員50名）

　①老人居宅介護等事業　②老人デイサービス事業

　③小規模多機能型居宅介護事業（ふなこし：登録定員29名）

第1回評議員会
6月16日（金）

第2回理事会
6月16日（金）

　第1号議案

　第2号議案

　第2号議案

第2種社会福祉事業

第1種社会福祉事業

法人定款第11条第1項の規定に基づき、平成28年度
及び平成29年度事業に係る理事の業務執行の状況
及び法人の財産の状況

　第3号議案

 久野監事

　平成29年  5月23日（火）

　平成29年11月27日（月）

 関戸監事、久野監事



３．法人創立４０周年記念事業

　＊リレー講座の開催

（第１回目）

　平成29年5月19日（金）

　特別養護老人ホーム　ファミーユ

　介護保険制度の現状と今後の課題

　増田　雅暢氏

（第２回目）

　平成29年7月27日（木）

　特別養護老人ホーム　ファミーユ

　ストレスとうつの関係

　森山　研介氏

　成年後見制度について

　林　魁悊氏

（第３回目）

　平成29年9月28日（木）

　特別養護老人ホーム　ファミーユ

　高齢者施設の防災について

　田崎　東氏

（第４回目）

　平成29年11月9日（木）

　佐世保市民文化ホール

　海洋國日本の安全保障について

　古庄　幸一氏

日　時

場　所

演　題　①

演　題　②

講　師

講　師

日　時

場　所

演　題

講　師

日　時

講　師

場　所

演　題

講　師

日　時

場　所

演　題



社会福祉法人豊寿会 平成３０年度事業計画書 

 
1. 法人の運営 

(1)  所在地 

佐世保市赤崎町 1042 番地 

(2)  法人の理念 

      人と人とのふれあいを大切にし、最高に価値あるものを全ての人に 

    〈基本方針〉 

・ 社会福祉法人としての社会的責任を持って常に積極的な経営を目指します 

・ 個人の尊厳を大切にし、安らぎと信頼のある施設を目指します 

・ 地域社会と積極的に交流を図り、地域福祉に貢献できる施設を目指します 

・ 『聞く』『理解する』『共感する』を介護の基本として、質の高いサービス提供のた

め介護の専門性向上に努めます 

〈事業内容〉 

〔第１種社会福祉事業〕 

      軽費老人ホーム（ケアハウス）「あかりさき」 

      養護老人ホーム「ソレイユ」 

      養護老人ホーム「ことのうみ」 

      特別養護老人ホーム「ファミーユ」 

    〔第２種社会福祉事業〕 

      老人居宅介護等事業 

 (3)  役員数 

      理事 6 名  監事 2 名  評議員 7 名 

 

2.  評議員会の開催予定 

開催年月日 開催場所 主な議題予定 

平成 30 年  6 月 ファミーユ 会議室 平成 29 年度決算承認他 

 

3.  理事会の開催予定 

開催年月日 開催場所 主な議題予定 

平成 30 年  5 月 あかりさき 会議室 平成 29 年度決算他 

平成 30 年 10 月 ソレイユ  会議室 上半期の会計報告他 

平成 31 年  3 月 ファミーユ 会議室 平成 31 年度予算他 

 

4.  監事監査の実施予定 

開催年月日 開催場所 

平成 30 年  5 月 

平成 30 年 10 月 

平成 31 年  3 月 

あかりさき 

あかりさき 

あかりさき 

 

5.  役員の研修計画   

     経営協、法人役員研修会、監事研修会、理事研修会 


