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平成 29 年度事業報告

法人運営
◎社協会員募集の実施　≪７，７０１，０００円≫
◎共同募金運動の実施　≪５，０９３，８５１円≫
◎善意銀行　≪１，２６１，５８４円≫

地域福祉活動を担う人づくり
◎福祉教育の企画相談・出前講座の開催　≪出前講座２２件、受講者１，１００人≫
◎ふくしアクションプログラム事業　≪上三川高等学校との協働事業≫
◎小学生ふくしチャレンジスクール　≪坂上小学校６年生　１２人≫
◎第２７回中学生・高校生サマースクール　≪参加者６５人≫
◎第２６回ふれあい健康福祉まつり　≪来場者１５，０００人≫
◎ふれあい・いきいきサロンの支援、ミニサロンの開設　≪ミニサロン２カ所開設≫
◎生きがいサロン発表会の開催　≪参加者１４５人≫
◎東日本大震災被災地復興支援事業(ボランティアバスの運行)　≪参加者３９人≫
◎楽らく隊・創年倶楽部運営ボランティア養成講座　≪受講者２０人≫
◎手話奉仕員養成講座　≪受講者８人≫
◎朗読講習会、朗読・点字ボランティア研修の開催
◎ボランティアセンター運営　≪個人ボランティア登録６２人≫

中学生・高校生サマースクール

「くろねえ会議」勉強会

福祉車両の貸出
（どりーむ号・いきいき号）

地域福祉活動を支える助け合い・支え合いの仕組みづくり地域福祉活動を支える助け合い・支え合いの仕組みづくり
◎地区社会福祉協議会への援助
◎食事サービス事業の支援
◎地域ネットワーク構築くろねえ事業・
　わがごとまるごと支え合い講座　≪３小学校地区　受講者９５人≫
　地域の話し合いチーム「くろねえ会議」(第２層協議体)勉強会の開催
◎各種団体との連携と支援
◎顔の見える関係会議　≪医療・介護・福祉関係従事者≫
◎地域ケア会議　≪７７件≫
◎高齢者支援協議体(第１層協議体)への参画

自立した生活を送ることができる基盤づくり
◎総合相談窓口の実施　≪相談件数１３８件≫
◎地域包括支援センターの受託(町保険課から)
　≪相談件数３１６件　認知症サポーター養成講座１０回　介護教室≫
◎コミュニケーション支援事業　≪手話通訳者及び要約筆記者の派遣１２３件≫
◎日常生活自立支援事業「あすてらす」≪１０件　生活支援員活動回数２３３回≫
◎成年後見制度普及啓発研修　≪受講者５７人≫
◎福祉車両(どりーむ号・いきいき号)の貸出
　≪利用登録者１８０人　貸出件数１５３件≫
◎タクシー料金助成事業　≪利用者１７０人≫
◎日常生活外出支援ボランティア事業　≪登録者４２人　利用回数１８回≫

安心して暮らせる地域環境づくり
◎安否確認訪問事業
◎地域の安全見守り隊・青色回転灯装備車「機動部隊」の支援　≪全小学校区≫
◎大規模災害時対応模擬訓練
　≪安否確認実践訓練・炊き出し訓練・災害ボランティア研修等≫

大規模災害時対応模擬訓練
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資　産　の　部 負　債　の　部
大 中 当年度末　 大 中 当年度末

流動資産 13,131,955 流動負債 8,713,075 
現金預金 12,577,309 事業未払金 6,642,040 
事業未収金 481,250 １年以内返済予定リース債務 1,673,496 
事業区分間貸付金 73,396 職員預り金 397,539 

固定資産 198,612,176 固定負債 63,653,617 
基本財産 1,000,000 リース債務 1,359,747 

定期預金 1,000,000 退職給付引当金 62,293,870 
その他の固定資産 197,612,176 負債の部合計 72,366,692 

建物 206,805 純資産の部
構築物 388,485 基本金 1,000,000 
車輌運搬具 3,401,653 基本金 1,000,000 
器具及び備品 717,445 基金 35,806,911 
有形リース資産 3,033,243 しあわせ基金 35,806,911 
投資有価証券 93,349,747 国庫補助金等特別積立金 540,750 
貸付事業貸付金 219,200 国庫補助金等特別積立金 540,750 
退職手当積立基金預け金 52,718,000 その他の積立金 7,770,687 
しあわせ基金積立資産 35,806,911 自動車購入積立金 1,615,458 
自動車購入積立資産 1,615,458 介護予防事業積立金 6,155,229 
介護予防事業積立資産 6,155,229 

次期繰越活動増減差額 94,259,091 
次期繰越活動増減差額 94,259,091 
（うち当期活動増減差額） △ 8,603,765

純資産の部合計 139,377,439 
資産の部合計 211,744,131   負債及び純資産の部合計 211,744,131 

資　産　の　部 負　債　の　部
大 中 当年度末　 大 中 当年度末

流動資産 2,436,342 流動負債 4,094,610
現金預金 1,142,542 事業未払金 2,143,905
事業未収金 1,293,800 １年以内返済予定リース債務 1,658,268

固定資産 5,132,233 職員預り金 219,041
その他の固定資産 5,132,233 事業区分間借入金 73,396

器具及び備品 4 固定負債 3,473,961
有形リース資産 5,132,229 リース債務 3,473,961

負債の部合計 7,568,571
純資産の部

次期繰越活動増減差額 4
次期繰越活動増減差額 4

（うち当期活動増減差額） △ 2,223,933

純資産の部合計 4

資産の部合計 7,568,575 負債及び純資産の部合計 7,568,575

収入の部
大区分 決算額

会費収入 7,701,000 
寄付金収入 1,261,584 
経常経費補助金収入 58,033,028 
受託金収入 5,249,755 
貸付事業収入 171,900 
事業収入 348,000 
介護保険事業収入 8,606,724 
障害福祉サービス等事業収入 2,556,830 
受取利息配当金収入 914,300 
その他の収入 40,685 
基金積立資産取崩収入 4,918,000 
積立資産取崩収入 3,696,138 
事業区分間繰入金収入 3,662,373 
拠点区分間繰入金収入 6,062,138 
サービス区分間繰入金収入 2,702,000 
繰越金 6,415,417 

合　計 112,339,872 

支出の部
サービス区分 決算額

法人運営事業 61,759,851 
社会福祉金庫貸付事業 150,400 
地域助成事業 2,385,473 
地域活動推進事業 10,148,187 
紙おむつ支給事業 2,410,853 
タクシー料金助成事業 2,327,430 
日常生活自立支援事業 64,826 
理美容サービス料金助成事業 223,999 
ボランティアセンター事業 1,227,551 
心配ごと相談所運営事業 203,000 
コミュニケーション支援事業 3,970,407 
生活福祉資金貸付事業 88,348 
訪問介護事業 11,930,264 
障害福祉サービス事業 4,362,546 
共同募金配分金事業 3,853,627 
善意銀行事業 1,140,734 

合　計 106,247,496 

差引残高 6,092,376 
（次年度へ繰越）

収入の部
大区分 決算額

受託金収入 27,292,192 
介護保険事業収入 8,701,100 
繰越金 2,223,933 

合　計 38,217,225 

支出の部
サービス区分 決算額

地域包括支援センター運営事業 38,217,225 
　

差引残高 0 

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

社会福祉事業貸借対照表

公益事業貸借対照表

社会福祉事業資金収支計算書

公益事業資金収支計算書

平成29年度決算報告



科　　　　目 金　　　　額 摘　　　　　要

流動資産 15,494,901

      現金 42,240

　　預貯金 13,677,611

　　事業未収金 1,775,050

固定資産 203,744,409

　基本財産 1,000,000

　　 基本財産定期預金 1,000,000

　その他の固定資産 202,744,409

　　　建物 206,805

　　　構築物 388,485
　　　車輌運搬具 3,401,653
　　　器具及び備品 717,449
　　　有形リース資産 8,165,472
　　　投資有価証券 93,349,747
　　　貸付金 219,200
　　　退職手当積立基金預け金 52,718,000
　　　しあわせ基金積立資産 35,806,911
　　　自動車購入積立資産 1,615,458
　　　介護保険事業積立資産 0
         介護予防事業積立資産 6,155,229

資産合計 219,239,310

流動負債 12,734,289
　　事業未払金 8,785,945
　　預り金 616,580
　　１年以内返済予定リース債務 3,331,764

固定負債 67,127,578
　　リース債務 4,833,708
　　退職給与引当金 62,293,870

負債合計 79,861,867

財　　産　　目　　録
平成３０年３月３１日現在

差引純資産 139,377,443


