
  

事
業
活
動
に
よ
る
収
支  

収
　
　
入

支
　
　
出

 

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 

収
　
　
入

支
　
　
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

支
　
　
出

　　 　　　  法人単位  資金収支計算書             

342,930,000

26,490,000

70,000

10,000

6,710,000

376,210,000

246,710,000

49,440,000

66,460,000

260,000

362,870,000

13,340,000

1,050,000

1,050,000

5,840,000

5,840,000

△4,790,000

1,000,000

1,000,000

550,000

1,000,000

1,550,000

△550,000

8,000,000

206,270,000

214,270,000

344,355,606

26,488,179

143,000

12,019

6,731,220

377,730,024

246,941,019

49,446,916

66,661,531

259,021

363,308,487

14,421,537

1,053,000

1,053,000

5,834,446

5,834,446

△4,781,446

36,066

36,066

532,808

532,808

△496,742

9,143,349

206,276,124

215,419,473

△1,425,606

1,821

△73,000

△2,019

△21,220

△1,520,024

△231,019

△6,916

△201,531

979

△438,487

△1,081,537

△3,000

△3,000

5,554

5,554

△8,554

△36,066

1,000,000

963,934

17,192

1,000,000

1,017,192

△53,258

△1,143,349

△6,124

△1,149,473

      介護保険事業収入                        

      ケアハウス事業収入                      

      経常経費寄附金収入                      

      受取利息配当金収入                      

      その他の収入                            

      事業活動収入計                          

      人件費支出                              

      事業費支出                              

      事務費支出                              

      利用者負担軽減額                        

      事業活動支出計                          

      事業活動資金収支差額                    

      施設整備等補助金収入                    

      施設整備等収入計                        

      固定資産取得支出                        

      施設整備等支出計                        

      施設整備等資金収支差額                  

      積立資産取崩収入                        

      拠点区分間繰入金収入                    

      その他の活動収入計                      

      積立資産支出                            

      拠点区分間繰入金支出                    

      その他の活動支出計                      

      その他の活動資金収支差額                

      予備費支出                              

      当期資金収支差額合計                    

      前期末支払資金残高                      

      当期末支払資金残高                      

(自)  令和02年 04月 01日  (至)  令和03年 03月 31日

（単位：円）
社会福祉法人　ことぶき　令和2年度       
合計                                    

第一号 第一様式

   勘　定　科　目    予　　算  決　　算  差　　異  備　　考 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



 

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部 

収    

益

費
　
　
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
　
　
益

費
　
　
用

特
　
別
　
増
　
減
　
の
　
部

収
　
　
益

費
　
　
用

  

繰
越
活
動
増
減
額
の
部  

　　 　　　  法人単位  事業活動計算書             

344,355,606

26,488,179

143,000

104,438

371,091,223

244,317,761

49,446,916

66,661,531

259,021

32,505,237

△18,300,017

104,438

374,994,887

△3,903,664

12,019

6,731,220

6,743,239

6,743,239

2,839,575

1,053,000

1,053,000

6

△5

1,053,000

1,053,001

△1

2,839,574

333,006,150

335,845,724

335,845,724

354,954,143

26,263,942

230,000

19,959

381,468,044

253,084,631

51,519,526

65,013,383

247,902

31,776,970

△18,256,057

19,959

383,406,314

△1,938,270

9,007

1,327,800

1,336,807

1,336,807

△601,463

10,783

10,783

△10,783

△612,246

333,618,396

333,006,150

333,006,150

△10,598,537

224,237

△87,000

84,479

△10,376,821

△8,766,870

△2,072,610

1,648,148

11,119

728,267

△43,960

84,479

△8,411,427

△1,965,394

3,012

5,403,420

5,406,432

5,406,432

3,441,038

1,053,000

1,053,000

△10,777

△5

1,053,000

1,042,218

10,782

3,451,820

△612,246

2,839,574

2,839,574

      介護保険事業収益                        

      ケアハウス事業収益                      

      経常経費寄附金収益                      

      その他の収益                            

      サービス活動収益計                      

      人件費                                  

      事業費                                  

      事務費                                  

      利用者負担軽減額                        

      減価償却費                              

      国庫補助金等特別積立金取崩額            

      その他の費用                            

      サービス活動費用計                      

      サービス活動増減差額                    

      受取利息配当金収益                      

      その他のサービス活動外収益              

      サービス活動外収益計                    

      サービス活動外費用計                    

      サービス活動外増減差額                  

      経常増減差額                            

      施設整備等補助金収益                    

      特別収益計                              

      固定資産売却損・処分損                  

      国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）  

      国庫補助金等特別積立金積立額            

      特別費用計                              

      特別増減差額                            

      当期活動増減差額                        

      前期繰越活動増減差額                    

      当期末繰越活動増減差額                  

      次期繰越活動増減差額                    

(自)  令和02年 04月 01日  (至)  令和03年 03月 31日

（単位：円）
社会福祉法人　ことぶき　令和2年度       
合計                                    

第二号 第一様式

   勘　定　科　目      本年度決算      前年度決算      増　　　減   



　　 　　　    法人単位  貸借対照表               

230,185,700

175,798,955

54,384,995

1,750

780,514,849

656,685,824

135,632,367

521,053,457

123,829,025

4

3,331,912

14,559,935

5,786,854

100,000,000

150,320

1,010,700,549

221,220,643

164,957,790

56,260,993

1,860

806,793,342

684,073,065

135,632,367

548,440,698

122,720,277

4

3,800,768

13,383,765

5,394,550

100,000,000

141,190

1,028,013,985

8,965,057

10,841,165

△1,875,998

△110

△26,278,493

△27,387,241

△27,387,241

1,108,748

△468,856

1,176,170

392,304

9,130

△17,313,436

      流動資産                                

        現金預金                                

        事業未収金                              

        立替金                                  

      固定資産                                

        （基本財産）                            

          土地                                    

          建物                                    

        （その他の固定資産）                    

          構築物                                  

          車輌運搬具                              

          器具及び備品                            

          退職給付引当資産                        

          施設整備積立預金                        

          自動車リサイクル料金預け金              

      資産の部合計                            

令和03年 03月 31日　現在

（単位：円）社会福祉法人　ことぶき　令和2年度       

第三号 第一様式

   勘　定　科　目   

      流動負債                                

        事業未払金                              

        預り金                                  

        職員預り金                              

        賞与引当金                              

      固定負債                                

        退職給付引当金                          

      負債の部合計                            

      基本金                                  

      国庫補助金等特別積立金                  

      その他の積立金                          

        施設整備積立金                          

      次期繰越活動増減差額                    

      (うち当期活動増減差額）                 

      純資産の部合計                          

      負債及び純資産の部合計                  

34,716,227

13,905,842

3,063

857,322

19,950,000

5,786,854

5,786,854

40,503,081

159,263,048

375,088,696

100,000,000

100,000,000

335,845,724

2,839,574

970,197,468

1,010,700,549

38,014,519

14,036,581

3,063

904,875

23,070,000

5,394,550

5,394,550

43,409,069

159,263,048

392,335,718

100,000,000

100,000,000

333,006,150

△612,246

984,604,916

1,028,013,985

△3,298,292

△130,739

△47,553

△3,120,000

392,304

392,304

△2,905,988

△17,247,022

2,839,574

3,451,820

△14,407,448

△17,313,436

合計                                    

 当年度末  前年度末 増　　　減    勘　定　科　目    当年度末  前年度末 増　　　減

　 資　産　の　部   　 負　債　の　部   

 純　資　産　の　部 



(令和03年03月31日　現在)

社会福祉法人　ことぶき　令和2年度       

Ⅰ　資産の部                   

  １．流動資産                 

    現金預金                   

      普通預金                 

                              

                              

      事業未収金               

                              

      立替金                   

流動資産合計                   

  ２．固定資産                 

  (１)基本財産                 

    土地                       

                              

                              

    建物                       

                              

                              

基本財産合計                   

  (２)その他の固定資産         

      構築物                   

      車輌運搬具               

      器具及び備品             

      ソフトウェア             

                              

      退職給付引当資産         

      施設整備積立預金         

                              

                              

      自動車ﾘｻｲｸﾙ料金預け金    

その他の固定資産合計           

固定資産合計                   

資産合計                       

Ⅱ　負債の部                   

  １．流動負債                 

    事業未払金                 

                              

    預り金                     

                              

    職員預り金                 

                              

    賞与引当金                 

                              

流動負債合計                   

  ２．固定負債                 

    退職給付引当金             

固定負債合計                   

負債合計                       

差引純資産                     

                              

合計                                    

　　　　　　      財  産  目  録　　　　　　      

                          

                          

                          

群馬銀行伊勢崎支店             

普通預金　1586877              

普通預金　1586869              

                          

                          

                          

                          

                          

                          

伊勢崎市波志江町1976番地5      

宅地　7,452㎡                 

                          

伊勢崎市波志江町1976番地5      

所在　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造胴板葺       

3階建　4294.96㎡              

                          

                          

                          

送迎車輌　計14台               

介護用機械浴槽　他　計92点     

財務会計･介護保険ｿﾌﾄｼｽﾃﾑ       

他　計4点                     

群馬県退職共済制度             

群馬銀行､東和銀行､足利銀行     

ｱｲｵｰ信金､しののめ信金､桐生     

信金､あかぎ信組他 計10機関     

送迎車輌　計14台               

                          

                          

                          

                          

                          

業者支払､社会保険料支払､       

電気料3月分　　他              

齋藤仁志税理士事務所           

源泉所得税預り金               

職員所得税､職員社会保険料､     

職員市町村民税　　他           

令和2年10月～令和3年3月        

賞与引当金計上額               

                          

                          

群馬県退職共済制度             

                          

                          

                          

                          

  （単位：円）

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1998年度   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                              

                              

                              

運転資金として                  

                              

                              

介護報酬２・３月分              

利用料３月分　他                

準職員退職共済掛金立替分        

                              

                              

                              

土地及び建物                    

                              

第１種社会福祉事業である        

ことぶきの郷､みさとハイツ及び   

第２種社会福祉事業である        

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等に使用している。  

                              

                              

設立当初の外溝工事              

入所者・利用者送迎用            

入所者入浴介助等                

財務会計処理・介護保険処理業務  

                              

職員の退職金引当資産            

将来における施設整備等の目的の  

ために積み立てている定期預金    

                              

リサイクル料金                  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

令和3年度上半期支給分の         

賞与引当金                      

                              

                              

職員の退職金引当金              

                              

                              

                              

                              

別紙４

        貸借対照表科目               場所・物量等        取得年度 　        使用目的等　        取  得  価  額 減価償却累計額 貸借対照表価額

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

    135,632,367

               

               

  1,122,181,156

               

               

               

               

     45,898,360

     23,099,426

     51,438,021

        680,500

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

    601,127,699

               

               

               

               

     45,898,356

     19,767,514

     36,878,086

        680,500

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

    175,798,955

               

               

     54,384,995

               

          1,750

    230,185,700

               

               

    135,632,367

               

               

    521,053,457

               

               

    656,685,824

               

              4

      3,331,912

     14,559,935

               

               

      5,786,854

    100,000,000

               

               

        150,320

    123,829,025

    780,514,849

  1,010,700,549

               

               

     13,905,842

               

          3,063

               

        857,322

               

     19,950,000

               

     34,716,227

               

      5,786,854

      5,786,854

     40,503,081

    970,197,468

               


