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

社会福祉法人名  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(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
経常経費寄附金収入  10,907,000  11,647,936    -740,936

収  経常経費寄附金収入  10,907,000  11,647,936    -740,936
その他の収入     527,000     527,250        -250

入  雑収入     527,000     527,250        -250
事     事業活動収入計(1)  11,434,000  12,175,186    -741,186
業 事務費支出     316,000     337,036     -21,036
活  旅費交通費支出      61,000      53,200       7,800
動  業務委託費支出      82,000      82,080         -80
に 支  手数料支出      38,000      38,096         -96
よ  保険料支出     127,000     127,110        -110
る  租税公課支出         480        -480
収  保守料支出      15,120     -15,120
支 出  渉外費支出      12,960     -12,960

 雑支出       8,000       7,990          10
支払利息支出     178,000     178,284        -284
 支払利息支出     178,000     178,284        -284
    事業活動支出計(2)     494,000     515,320     -21,320
    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  10,940,000  11,659,866    -719,866

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)

拠点区分間長期貸付金回収収入  33,000,000  33,000,000
そ 収  拠点区分間長期貸付金回収収入  33,000,000  33,000,000
の 拠点区分間繰入金収入  32,000,000  32,000,000
他 入  拠点区分間繰入金収入  32,000,000  32,000,000
の     その他の活動による収入計(7)  65,000,000  65,000,000
活 長期運営資金借入金元金償還支出  15,996,000  15,996,000
動  長期運営資金借入金元金償還支出   9,996,000   9,996,000
に 支  役員等長期借入金元金償還支出   6,000,000   6,000,000
よ 積立資産支出  30,000,000  30,000,000
る  施設整備等積立資産支出  30,000,000  30,000,000
収 出 拠点区分間長期貸付金支出  11,500,000  11,500,000
支  拠点区分間長期貸付金支出  11,500,000  11,500,000

    その他の活動支出計(8)  57,496,000  57,496,000
    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   7,504,000   7,504,000
    予備費支出(10)

    ―
    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)  18,444,000  19,163,866    -719,866

    前期末支払資金残高(12)  58,414,000  31,034,868  27,379,132
    当期末支払資金残高(11)+(12)  76,858,000  50,198,734  26,659,266



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

社会福祉法人名  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(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
収 経常経費寄附金収益  11,647,936   3,900,000   7,747,936
益  経常経費寄附金収益  11,647,936   3,900,000   7,747,936

    サービス活動収益計(1)  11,647,936   3,900,000   7,747,936
事務費     337,036   1,037,016    -699,980

サ  旅費交通費      53,200      90,400     -37,200
｜  事務消耗品費       1,620      -1,620
ビ  印刷製本費     200,000    -200,000
ス 費  通信運搬費      51,614     -51,614
活  広報費     253,040    -253,040
動  業務委託費      82,080      82,080
増  手数料      38,096      38,528        -432
減  保険料     127,110     131,330      -4,220
の 用  租税公課         480       8,330      -7,850
部  保守料      15,120      15,120

 渉外費      12,960      12,960
 雑費       7,990     180,074    -172,084
    サービス活動費用計(2)     337,036   1,037,016    -699,980
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  11,310,900   2,862,984   8,447,916

サ 受取利息配当金収益      91,926     -91,926
｜ 収  受取利息配当金収益      91,926     -91,926
ビ 有価証券評価益     210,479     210,479
ス  有価証券評価益     210,479     210,479
活 益 その他のサービス活動外収益     527,250   4,654,000  -4,126,750
動  雑収益     527,250   4,654,000  -4,126,750
外     サービス活動外収益計(4)     737,729   4,745,926  -4,008,197
増 費 支払利息     178,284     233,388     -55,104
減 用  支払利息     178,284     233,388     -55,104
の     サービス活動外費用計(5)     178,284     233,388     -55,104
部     サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     559,445   4,512,538  -3,953,093

    経常増減差額(7)=(3)+(6)  11,870,345   7,375,522   4,494,823
特 収 拠点区分間繰入金収益  32,000,000  30,000,000   2,000,000
別 益  拠点区分間繰入金収益  32,000,000  30,000,000   2,000,000
増     特別収益計(8)  32,000,000  30,000,000   2,000,000
減 費
の 用     特別費用計(9)
部     特別増減差額(10)=(8)-(9)  32,000,000  30,000,000   2,000,000

    当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  43,870,345  37,375,522   6,494,823
繰     前期繰越活動増減差額(12) 264,124,213 246,748,691  17,375,522
越     当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 307,994,558 284,124,213  23,870,345
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)  30,000,000  20,000,000  10,000,000
減      その他積立金積立額  30,000,000  20,000,000  10,000,000
差
額
の
部     次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 277,994,558 264,124,213  13,870,345



拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名  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  50,198,734  31,034,868  19,163,866 流動負債  10,829,000   9,996,000     833,000
  現金預金  50,198,734  31,034,868  19,163,866   1年以内返済予定長期運営資金借入金  10,829,000   9,996,000     833,000
固定資産 386,016,604 377,306,125   8,710,479 固定負債  67,517,000  84,346,000 -16,829,000
基本財産  63,993,414  63,993,414   長期運営資金借入金   7,517,000  18,346,000 -10,829,000
  土地  63,993,414  63,993,414   役員等長期借入金  60,000,000  66,000,000  -6,000,000
その他の固定資産 322,023,190 313,312,711   8,710,479 負債の部合計  78,346,000  94,342,000 -15,996,000
  拠点区分間長期貸付金 263,305,120 284,805,120 -21,500,000
  施設整備等積立資産  50,000,000  20,000,000  30,000,000                               純  資  産  の  部                               
  保険料積立資産   8,718,070   8,507,591     210,479 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  50,000,000  20,000,000  30,000,000
  施設整備等積立金  50,000,000  20,000,000  30,000,000
次期繰越活動増減差額 277,994,558 264,124,213  13,870,345
  次期繰越活動増減差額 277,994,558 264,124,213  13,870,345
  （うち当期活動増減差額）  43,870,345  37,375,522   6,494,823
純資産の部合計 357,869,338 313,998,993  43,870,345

資産の部合計 436,215,338 408,340,993  27,874,345 負債及び純資産の部合計 436,215,338 408,340,993  27,874,345



社会福祉法人豊寿会　平成３０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29年度における豊寿会の事業実績報告について

平成29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24日（木） 　第3号議案 あかりさき就業規則の変更について

　第4号議案 平成30年度定時評議員会の開催について

　第5号議案 その他

平成29年度本部拠点区分・各施設拠点区分の決算（案）及び
監事による監査の報告について

　第2号議案 定款変更（第14条第2項、第27条第2項）について

　第3号議案 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準の制定について

　第4号議案 その他

　報告事項（1） 平成29年度における豊寿会の事業実績報告について

　報告事項（2） 平成29年度豊寿会指導監査結果報告

平成30年度本部会計・施設会計の補正予算（案）について

2019年度本部会計・施設会計の予算（案）について

第2回理事会 2019年度における事業計画について

3月14日（木） 　第4号議案 2019年度職員俸給改正（案）と就業規則等の改正について

　第5号議案 ことのうみ改修工事について

　第6号議案 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30年4月　～　平成31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8日（金）

　第1号議案

　第2号議案

　第2号議案

　第1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29年度
及び平成30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30年  5月22日（火）

　平成30年11月  7日（水）

 関戸監事、久野監事



平成３１年度 社会福祉法人豊寿会 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 31 年  6 月 ファミーユ 会議室 平成 30 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 31 年  5 月 ファミーユ 会議室 平成 30 年度決算他 

平成 31 年 10 月 ファミーユ 会議室 上半期の会計報告他 

平成 32 年  3 月 ファミーユ 会議室 平成 32 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 31 年  5 月 

平成 31 年 10 月 

平成 32 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 


