
第一号第一様式

  資金収支計算書 
（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ） 1頁(単位：円)

差異(A)-(B)予算(A) 決算(B) 備考勘定科目

社会福祉法人　光陽福祉会
社会福祉法人　光陽福祉会

会計単位名
法人名

収事 338,250225,461,750225,800,000保育事業収入
入業 3,644,831454,826,169458,471,000障害福祉サービス等事業収入

活 888171,112172,000借入金利息補助金収入
動 55,98293,018149,000受取利息配当金収入
に 41,1761,952,8241,994,000その他の収入
よ 4,081,127682,504,873686,586,000事業活動収入計(1)

支る 4,030,458426,805,542430,836,000人件費支出
出収 1,128,14441,633,85642,762,000事業費支出

支 2,922,73299,803,268102,726,000事務費支出

775342,225343,000支払利息支出

8,082,109568,584,891576,667,000事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △4,000,982113,919,982109,919,000
収施

入設 000施設整備等収入計(4)
支整 03,510,0003,510,000設備資金借入金元金償還支出
出備 43,63126,738,36926,782,000固定資産取得支出

等

に

よ

る

収

支 43,63130,248,36930,292,000施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △43,631△30,248,369△30,292,000
収そ 3,89336,10740,000その他の活動による収入
入の 3,89336,10740,000その他の活動収入計(7)
支他 077,900,00077,900,000積立資産支出
出の

活

動

に

よ

る

収

支 077,900,00077,900,000その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3,893△77,863,893△77,860,000

予備費支出(10) 000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4,040,7205,807,7201,767,000

前期末支払資金残高(12) 0394,991,819394,991,819

当期末支払資金残高(11)+(12) △4,040,720400,799,539396,758,819



( 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ) 1頁

勘定科目

(単位：円)

  事業活動計算書 

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

会計単位名
法人名

社会福祉法人　光陽福祉会
社会福祉法人　光陽福祉会

第二号第一様式

収サ 225,461,750 214,017,790 11,443,960保育事業収益

益｜ 454,826,169 451,872,124 2,954,045障害福祉サービス等事業収益

ビ 0 600,000 △600,000経常経費寄附金収益

ス 680,287,919 666,489,914 13,798,005サービス活動収益計(1)

費活 430,505,542 394,668,340 35,837,202人件費

用動 38,250,009 37,934,398 315,611事業費

増 99,803,268 66,673,006 33,130,262事務費

減 56,747,014 58,482,319 △1,735,305減価償却費

の △20,915,502 △22,529,652 1,614,150国庫補助金等特別積立金取崩額

部 604,390,331 535,228,411 69,161,920サービス活動費用計(2)

75,897,588 131,261,503 △55,363,915サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収サ 171,112 197,437 △26,325借入金利息補助金収益

益｜ 93,018 143,222 △50,204受取利息配当金収益

ビ 1,880,611 2,470,765 △590,154その他のサービス活動外収益

ス

活

動

外

増 2,144,741 2,811,424 △666,683サービス活動外収益計(4)

費減 342,225 394,875 △52,650支払利息

用の 342,225 394,875 △52,650サービス活動外費用計(5)

部 1,802,516 2,416,549 △614,033サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

77,700,104 133,678,052 △55,977,948経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 842,400 0 842,400過年度損益修正益

益別

増 842,400 0 842,400特別収益計(8)

費減 1 2 △1固定資産売却損・処分損

用の 1 2 △1特別費用計(9)

部 842,399 △2 842,401特別増減差額(10)=(8)-(9)

78,542,503 133,678,050 △55,135,547当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 1,156,336,442 1,064,158,392 92,178,050前期繰越活動増減差額(12)

越 1,234,878,945 1,197,836,442 37,042,503当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)活 0 0 0
その他の積立金取崩額(15)動 0 0 0
その他の積立金積立額(16)増 77,900,000 41,500,000 36,400,000

減

差

額

の

部 1,156,978,945 1,156,336,442 642,503次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)



（ 令和 2年 3月31日現在 ）

負債の部

第三号第一様式

資産の部

1頁

  貸借対照表 

社会福祉法人　光陽福祉会
社会福祉法人　光陽福祉会法人名

会計単位名

増減前年度末当年度末勘定科目増減前年度末当年度末勘定科目

(単位：円)

△7,430,90579,039,97771,609,072 流動負債△5,561,529455,960,140450,398,611 流動資産

△7,857,57015,273,2527,415,682   事業未払金△10,700,408382,160,556371,460,148   現金預金

03,510,0003,510,000   1年以内返済予定設備資金借入金4,375,38773,493,35677,868,743   事業未収金

780,92641,306,00742,086,933   未払費用4,50019,80024,300   立替金

△4,054,2614,150,71896,457   職員預り金758,992286,4281,045,420   前払費用

3,700,00014,800,00018,500,000   賞与引当金

△3,510,00021,060,00017,550,000 固定負債52,247,6252,224,590,6982,276,838,323 固定資産

△3,510,00021,060,00017,550,000   設備資金借入金△4,632,3341,038,334,5661,033,702,232 基本財産

△10,940,905100,099,97789,159,072      負債の部合計0499,073,558499,073,558   土地

純資産の部14,540,141830,586,467845,126,608   建物

0141,912,458141,912,458 基本金△19,172,475△291,325,459△310,497,934   減価償却累計額

0108,072,458108,072,458   第一号基本金56,879,9591,186,256,1321,243,136,091 その他の固定資産

023,200,00023,200,000   第二号基本金3,059,859451,759,255454,819,114   建物附属設備

010,640,00010,640,000   第三号基本金3,961,649185,217,413189,179,062   構築物

△20,915,502310,601,961289,686,459 国庫補助金等特別積立金07,666,0507,666,050   機械及び装置

77,900,000971,600,0001,049,500,000 その他の積立金2,319,64046,272,13148,591,771   車輌運搬具

07,000,0007,000,000   人件費積立金3,043,820101,590,400104,634,220   器具及び備品

010,000,00010,000,000   修繕積立金183,160238,160421,320   権利

77,900,000954,600,0001,032,500,000   施設整備積立金03,578,7903,578,790   ソフトウェア

642,5031,156,336,4421,156,978,945 次期繰越活動増減差額△37,102,040△581,702,174△618,804,214   減価償却累計額

△55,135,547133,678,05078,542,503   (うち当期活動増減差額)07,000,0007,000,000   人件費積立資産

△20,000,00030,000,00010,000,000   修繕積立資産

97,900,000934,600,0001,032,500,000   施設整備積立資産

57,627,0012,580,450,8612,638,077,862    純資産の部合計3,513,87136,1073,549,978   長期前払費用

46,686,0962,680,550,8382,727,236,934    負債及び純資産の部合計46,686,0962,680,550,8382,727,236,934      資産の部合計
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