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老人福祉事業収入

就労支援事業収入

障害福祉サービス事業等収入

生活保護事業収入

養成研修事業収入

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(１)

人件費支出

事業費支出

事務費支出

就労支援事業支出

支払利息支出

その他の支出

事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施設整備等補助金収入

設備資金借入金収入

施設整備等収入計(４)

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

積立資産取崩収入

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(７)

長期運営資金借入金元金償還支出

積立資産支出

事業区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出

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)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

　　前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12)

216,497,658

99,350,000

850,573,065

38,960,000

399,800

90,000

81,998

17,384,443

1,245,367,964

709,366,028

180,014,849

180,394,987

91,460,000

3,348,316

95,000

1,164,679,180

80,688,784

14,600,000

22,770,000

37,370,000

52,960,000

36,391,928

5,200,000

94,551,928

△57,181,928

4,000,000

1,825,000

90,062,000

1,200,000

97,087,000

6,024,000

10,145,000

1,825,000

90,062,000

1,200,000

6,000,000

115,256,000

△18,169,000

51,045,200

△45,707,344

0

0

0

214,202,551

68,258,460

738,215,134

36,321,269

0

80,000

63,532

4,199,552

1,082,102,798

646,376,841

160,178,493

155,920,875

74,574,600

2,165,086

0

1,039,215,895

42,886,903

14,355,000

13,500,000

27,855,000

47,626,000

35,479,740

152,700

83,258,440

△55,403,440

3,809,983

0

0

0

3,809,983

6,024,000

8,781,936

0

0

0

0

14,805,936

△10,995,953

      ＿      

△23,512,490

385,974,583

362,462,093

2,295,107

31,091,540

112,357,931

2,638,731

399,800

10,000

18,466

13,184,891

163,265,166

62,989,187

19,836,356

24,474,112

16,885,400

1,183,230

95,000

125,463,285

37,801,881

245,000

9,270,000

9,515,000

5,334,000

912,188

5,047,300

11,293,488

△1,778,488

190,017

1,825,000

90,062,000

1,200,000

93,277,017

0

1,363,064

1,825,000

90,062,000

1,200,000

6,000,000

100,450,064

△7,173,047

5,337,856

23,512,490

△385,974,583

△362,462,093

1,268,70020,762,30022,031,000

備 考予 算 (A) 差異 (A)-(B)決 算 (B)

平成26年度 資金収支計算書
第1号の1様式

(自)平成26年4月1日  (至)平成27年3月31日

社会福祉法人　菊愛会 （単位：円）

勘   定   科   目



増 減 (A)-(B)当年度決算 (A)

介護保険事業収益サ

平成26年度 事業活動計算書
第2号の1様式

収

(自)平成26年4月1日  (至)平成27年3月31日
社会福祉法人　菊愛会

20,762,300

前年度決算 (B)
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費

用

老人福祉事業収益

就労支援事業収益

障害福祉サービス等事業収益

生活保護事業収益

経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(１)

人 件 費

事 業 費

事 務 費

就労支援事業費用

　　当期就労支援事業製造原価

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

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(４)

支払利息

サービス活動外費用計(５)

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)

経常増減差額(７)=(３)+(６)

施設整備等補助金収益

特別収益計(８)

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失

特別費用計(９)

特別増減差額（10）=(８)－(９)

当期活動増減差額(11)=(７)+(10)

　　前期繰越活動増減差額(12）

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)

214,202,551

68,258,460

738,215,134

36,321,269

80,000

1,077,839,714

650,348,794

160,178,993

155,920,375

74,574,600

74,003,720

43,494,325

△28,769,296

1,055,747,791

22,091,923

63,532

4,199,552

4,263,084

2,165,086

2,165,086

2,097,998

24,189,921

14,355,000

14,355,000

303,838

14,355,000

9,408,178

24,067,016

△9,712,016

14,477,905

454,663,656

469,141,561

0

0

1,000,000

468,141,561

214,202,551

68,258,460

738,215,134

36,321,269

80,000

1,077,839,714

650,348,794

160,178,993

155,920,375

74,574,600

74,003,720

43,494,325

△28,769,296

1,055,747,791

22,091,923

63,532

4,199,552

4,263,084

2,165,086

2,165,086

2,097,998

24,189,921

14,355,000

14,355,000

303,838

14,355,000

9,408,178

24,067,016

△9,712,016

14,477,905

454,663,656

469,141,561

0

0

1,000,000

468,141,561

勘   定   科   目

（単位：円）



科          目科          目 増   減当年度末 当年度末前年度末 増   減 前年度末

負       債       の       部

平成26年度 貸借対照表
平成27年3月31日現在

理事長 管理者 出納員

社会福祉法人　菊愛会

資       産       の       部

（単位：円）

第3号の1様式

流動資産 566,887,750 568,827,175 △1,939,425流動負債 235,711,457 182,852,592 52,858,865

  現金預金 259,543,141 261,478,000 △1,934,859  事業未払金 200,924,198 172,544,064 28,380,134

  事業未収金 307,190,609 295,207,344 11,983,265
  １年以内返済予定設備資金
  借入金

25,261,800 0 25,261,800

  立 替 金 0 11,982,831 △11,982,831
  １年以内返済予定長期運営
  資金借入金

6,024,000 0 6,024,000

  前 払 金 0 59,000 △59,000  預 り 金 2,410,707 1,617,956 792,751

  前払費用 54,000 0 54,000  職員預り金 1,090,752 6,276,344 △5,185,592

  その他の流動資産 100,000 100,000 0  仮 受 金 0 2,414,228 △2,414,228

固定資産 706,536,926 709,730,696 △3,193,770固定負債 129,405,283 196,869,130 △67,463,847

 基本財産 578,837,899 595,722,485 △16,884,586  設備資金借入金 86,856,200 146,244,000 △59,387,800

  土　　地 93,903,350 93,903,350 0  長期運営資金借入金 3,192,000 15,240,000 △12,048,000

  建　　物 388,896,578 412,995,143 △24,098,565  退職給付引当金 39,357,083 35,385,130 3,971,953

  建物付属設備 96,037,971 88,823,992 7,213,979  その他の固定負債 0 0 0

 その他の固定資産 127,699,027 114,008,211 13,690,816 負債の部合計 365,116,740 379,721,722 △14,604,982

  土　　地 37,696,928 24,700,000 12,996,928基 本 金 65,478,120 65,478,120 0

  建　　物 6,310,093 5,352,357 957,736  第１号基本金 53,396,526 53,396,526 0

  建物付属設備 14,565,618 17,061,870 △2,496,252  第２号基本金 8,810,614 8,810,614 0

  構 築 物 1,687,992 1,891,579 △203,587  第３号基本金 3,270,980 3,270,980 0

  機械及び装置 885,594 643,313 242,281国庫補助金等特別積立金 368,688,255 373,694,373 △5,006,118

  車輌運搬具 12,902,654 13,951,322 △1,048,668  国庫補助金等特別積立金 368,688,255 373,694,373 △5,006,118

  器具及び備品 7,944,605 9,826,880 △1,882,275その他の積立金 6,000,000 5,000,000 1,000,000

  権　　利 195,760 195,760 0  施設整備等積立金 5,000,000 4,000,000 1,000,000

  退職給付引当資産 39,357,083 35,385,130 3,971,953  人件費積立金 1,000,000 1,000,000 0

  施設整備等積立資産 5,000,000 4,000,000 1,000,000次期繰越活動増減差額 468,141,561 454,663,656 13,477,905

  人件費積立資産 1,000,000 1,000,000 0 （うち当期活動増減差額） 14,477,905 0 14,477,905

  差入保証金 152,700 0 152,700 純資産の部合計 908,307,936 898,836,149 9,471,787

  その他の固定資産 0 0 0

資産の部合計 1,273,424,676 1,278,557,871 △5,133,195 負債及び純資産の部合計 1,273,424,676 1,278,557,871 △5,133,195



１． 継続事業の前提に関する注記

　該当事項なし

２． 重要な会計方針

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　該当なし

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　　　・ 有形固定資産

定額法

残存価額

　　　・ 無形固定資産

定額法

残存価額

　　　・ リース資産

　　　　 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　(3) 引当金の計上基準

　　　該当なし

３． 重要な会計方針の変更

　該当事項なし

４． 法人で採用する退職給付制度

５． 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

　(1)  法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)

第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式を作成している

　(2)  事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式を作成している。

　(3)  社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式を作成している。

　(4)  拠点区分におけるサービス区分の内容

財務諸表に対する注記（法人全体）

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の１０％ただし、耐用年数到来時に
おいても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資
産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行ったいます。

　残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としております。

　当法人（又は当拠点区分）は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を
採用している。

拠点区分 サービス区分

本部拠点区分 本部

こすもす荘拠点区分 こすもす荘

ふじのわ荘拠点区分 ふじのわ荘

児童福祉拠点区分 児童発達支援ｾﾝﾀｰ輝なっせ

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ輝なっせ

障害児相談支援：明日

公益事業拠点区分 国：雇用安定等事業

県：生活支援等事業

就労意欲喚起等

精神障がい者居場所づくり

子ども健全育成

行動援護従事者養成研修事業

生活困窮者自立促進支援ﾓﾃﾞﾙ事業

精神障害者等雇用促進ﾓﾃﾞﾙ事業

介護保険拠点区分 訪問介護事業所　たまゆら

居宅介護支援事業　ゆめぷらん

就労系拠点区分 就労移行　かもん・ゆ～す

移行　かもん・ゆ～す（就労）

移行　かもん・ゆ～す（福祉）

継続B型　かもん・ゆ～す

B型　かもん・ゆ～す（就労）

B型　かもん・ゆ～す（福祉）

就労継続A型　清流荘

A型　清流荘（就労）

A型　清流荘（福祉）

短期入所　清流荘

障害日中系拠点区分 指定相談支援事業　明日

特定相談支援事業　明日

地域生活支援事業　相談支援事業　明日

指定生活介護事業　ほほえみ

指定生活介護事業　すまいる

地域活動支援ｾﾝﾀｰ　つどい

行動援護事業「へるぷねっと」

居宅介護事業「へるぷねっと」

移動支援事業「へるぷねっと」

同行援護事業「へるぷねっと」

日中一時支援・療育ｾﾝﾀｰ事業「輝なっせ」

障害居住系拠点区分 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび（施設入所支援）

障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび（生活介護）

障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび（短期入所）

共同生活援助・介護事業（どり・かむ2）

共同生活援助・介護事業（どり・かむ1）

共同生活援助・介護事業（ちゃれんじ）

共同生活援助・介護事業（くれすた）

共同生活援助・介護事業（ひだまり）

共同生活援助・介護事業（おれんじ）

共同生活援助・介護事業（らいむ）

共同生活援助・介護事業（しょこら）

共同生活援助・介護事業（まぁぶる）

共同生活介護事業（ポプラ：A棟）

共同生活介護事業（ライラック：B棟）

共同生活介護事業（ミモザ：C棟）

共同生活介護事業（オリーブ：D棟）



６． 基本財産の増減の内容及び金額

　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

７． 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８． 担保に供している資産

該当なし

９． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

ソフトウェア 2,614,290 2,614,290 0

0

機械及び装置 1,196,540 310,946 885,594

附属設備 43,213,289 28,647,671 14,565,618

構築物 3,567,741 1,879,749 1,687,992

車両運搬具 41,557,983 28,655,329 12,902,654

器具及び備品 45,705,423 37,760,818 7,944,605

附属設備（基本） 123,097,581 27,059,610 96,037,971

建物 14,981,203 8,671,110 6,310,093

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本） 606,930,413 218,033,835 388,896,578

（単位：円）

合計 595,722,485 22,773,440 39,658,026 578,837,899

412,995,143 6,433,040 30,531,605 388,896,578

附属設備 88,823,992 16,340,400 9,126,421 96,037,971

当期末残高

土地 93,903,350 93,903,350

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額

建物

拠点区分 サービス区分

本部拠点区分 本部

こすもす荘拠点区分 こすもす荘

ふじのわ荘拠点区分 ふじのわ荘

児童福祉拠点区分 児童発達支援ｾﾝﾀｰ輝なっせ

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ輝なっせ

障害児相談支援：明日

公益事業拠点区分 国：雇用安定等事業

県：生活支援等事業

就労意欲喚起等

精神障がい者居場所づくり

子ども健全育成

行動援護従事者養成研修事業

生活困窮者自立促進支援ﾓﾃﾞﾙ事業

精神障害者等雇用促進ﾓﾃﾞﾙ事業

介護保険拠点区分 訪問介護事業所　たまゆら

居宅介護支援事業　ゆめぷらん

就労系拠点区分 就労移行　かもん・ゆ～す

移行　かもん・ゆ～す（就労）

移行　かもん・ゆ～す（福祉）

継続B型　かもん・ゆ～す

B型　かもん・ゆ～す（就労）

B型　かもん・ゆ～す（福祉）

就労継続A型　清流荘

A型　清流荘（就労）

A型　清流荘（福祉）

短期入所　清流荘

障害日中系拠点区分 指定相談支援事業　明日

特定相談支援事業　明日

地域生活支援事業　相談支援事業　明日

指定生活介護事業　ほほえみ

指定生活介護事業　すまいる

地域活動支援ｾﾝﾀｰ　つどい

行動援護事業「へるぷねっと」

居宅介護事業「へるぷねっと」

移動支援事業「へるぷねっと」

同行援護事業「へるぷねっと」

日中一時支援・療育ｾﾝﾀｰ事業「輝なっせ」

障害居住系拠点区分 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび（施設入所支援）

障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび（生活介護）

障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび（短期入所）

共同生活援助・介護事業（どり・かむ2）

共同生活援助・介護事業（どり・かむ1）

共同生活援助・介護事業（ちゃれんじ）

共同生活援助・介護事業（くれすた）

共同生活援助・介護事業（ひだまり）

共同生活援助・介護事業（おれんじ）

共同生活援助・介護事業（らいむ）

共同生活援助・介護事業（しょこら）

共同生活援助・介護事業（まぁぶる）

共同生活介護事業（ポプラ：A棟）

共同生活介護事業（ライラック：B棟）

共同生活介護事業（ミモザ：C棟）

共同生活介護事業（オリーブ：D棟）



１０． 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

１１． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

１２． 関連当事者との取引の内容

　関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

１３． 重要な偶発債務

　該当事項なし

１４． 重要な後発事情

　該当事項なし

１５．

　該当事項なし

合計

合計 882,864,463 353,633,358 529,231,105

（単位：円）

合計

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするため
に必要な事項

（単位：円）

帳簿価額 時価 評価損益

該当事項なし

債権の当期末残高

該当事項なし

債権額 徴収不能引当金の当期末残高

0

種類 法人等の 住所 資産総額 事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額 科目 期末残高

名称 内容 所有割合 役員の 事業上の 内容

又は職業 兼務等 関係

長期運営資
金借入金（1

年以内返済

予定額を含

む）

112,118,000

設備資金借

入金（1年以

内返済予定
額を含む）

9,216,000

2,165,086 支払利息

当法人は、借入金に対して最上太一郎氏より、債務保証を受けている。

なお、当法人は、最上太一郎氏に対して保証料の支払は行っていない。

理事長 保証 －最上太一郎 －
菊池市重味
2263

－ － 該当なし


