
 

令 和 2 年 度

収　入　合　計 

支　出　合　計 

当期末支払資金残高 

494,913,864

410,521,658

84,392,206

円

円

円

社会福祉法人 蒼生の会

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

法人単位 資金収支計算書



前期末支払資金残高 (12) △83,092,09183,092,091   

就労支援事業収入 15,491,000 632,74814,858,252   
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勘　定　科　目 備            考決算額
(B)

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人 蒼生の会

予算額
(A)

差　異
(A-B)

(単位:円)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

 

 

第一号第一様式

障害福祉サービス等事業収入 365,281,000 16,402,464348,878,536   

経常経費寄附金収入 130,000 △70,000200,000   

受取利息配当金収入 △8,9238,923   

その他の収入 4,130,000 △260,0424,390,042   

事業活動収入計 (1)     385,032,000 16,696,247368,335,753   

人件費支出 269,689,000 3,500,346266,188,654   

事業費支出 40,211,000 1,594,38538,616,615   

事務費支出 45,458,000 1,347,71044,110,290   

就労支援事業支出 16,140,000 902,85415,237,146   

支払利息支出 192,000 12,623179,377   

事業活動支出計 (2)     371,690,000 7,357,918364,332,082   

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)     13,342,000 9,338,3294,003,671   

      

      

施設整備等収入計 (4)       

設備資金借入金元金償還支出 1,215,000 6001,214,400   

固定資産取得支出 6,513,000 57,8246,455,176   

施設整備等支出計 (5)     7,728,000 58,4247,669,576   

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     △7,728,000 △58,424△7,669,576   

積立資産取崩収入 4,638,000 △328,0204,966,020   

拠点区分間繰入金収入 14,020,000 14,020,000   

サービス区分間繰入金収入 33,559,000 9,059,00024,500,000   

その他の活動収入計 (7)     52,217,000 8,730,98043,486,020   

拠点区分間繰入金支出 14,020,000 14,020,000   

サービス区分間繰入金支出 33,559,000 9,059,00024,500,000   

その他の活動支出計 (8)     47,579,000 9,059,00038,520,000   

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)     4,638,000 △328,0204,966,020   

予備費支出 (10) 10,252,000 10,252,000－   

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,300,1151,300,115   

当期末支払資金残高 (11)+(12) △84,392,20684,392,206   



 

令 和 2 年 度

収 　 益 　 合 　 計

費 　 用 　 合 　 計

次期繰越活動増減差額

473,547,770

369,708,079

103,839,691

円

円

円

社会福祉法人 蒼生の会

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3年 3月31日

法人単位 事業活動計算書



就労支援事業収益 △1,173,93816,032,19014,858,252
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勘　定　科　目 前 年 度 決 算 （Ｂ）

法人単位 事業活動計算書

社会福祉法人 蒼生の会

当年度決算(A) 増減(Ａ)-(Ｂ)

(単位:円)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

 

 

第二号第一様式
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障害福祉サービス等事業収益 19,696,166329,182,370348,878,536

経常経費寄附金収益 △130,000330,000200,000

サービス活動収益計 (1)     18,392,228345,544,560363,936,788

人件費 12,311,462254,310,872266,622,334

事業費 250,01038,366,60538,616,615

事務費 △3,502,02947,612,31944,110,290

就労支援事業費用 △2,925,53118,162,67715,237,146

減価償却費 △387,7218,117,9567,730,235

国庫補助金等特別積立金取崩額 △2,787,918△2,787,918

サービス活動費用計 (2)     5,746,191363,782,511369,528,702

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     12,646,037△18,237,951△5,591,914

受取利息配当金収益 △18,70327,6268,923

その他のサービス活動外収益 1,311,9493,078,0934,390,042

サービス活動外収益計 (4)     1,293,2463,105,7194,398,965

支払利息 △40,016219,393179,377

    

サービス活動外費用計 (5)     △40,016219,393179,377

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)     1,333,2622,886,3264,219,588

経常増減差額 (7)=(3)+(6)     13,979,299△15,351,625△1,372,326

その他の特別収益 △670,680670,680

    

特別収益計 (8)     △670,680670,680

固定資産売却損・処分損 △168,715168,715

    

特別費用計 (9)     △168,715168,715

特別増減差額 (10)=(8)-(9)     △501,965501,965

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     13,477,334△14,849,660△1,372,326

前期繰越活動増減差額 (12) △94,791,524195,365,441100,573,917

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) △81,314,190180,515,78199,201,591

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15) 4,638,1004,638,100

その他の積立金積立額(16) △80,000,00080,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 3,323,910100,515,781103,839,691



 

令 和 2 年 度

 

令和 3年 3月31日 現在

法人単位 貸借対照表



 負債及び純資産の部合計 273,054,475 274,810,968 △1,756,493資産の部合計 273,054,475 274,810,968 △1,756,493

 流動負債 24,643,128 23,267,257 1,375,871流動資産 103,012,334 101,097,948 1,914,386

当年度末 前年度末 増　減

法人単位 貸借対照表

社会福祉法人 蒼生の会 (単位:円)

令和 3年 3月31日 現在
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第三号第一様式

資　　産　　の　　部

当年度末 前年度末 増　減勘　定　科　目 勘　定　科　目

負　　債　　の　　部

現金預金 45,537,792 46,925,145 △1,387,353

事業未収金 57,474,542 54,172,803 3,301,739

固定資産 170,042,141 173,713,020 △3,670,879

基本財産 42,172,804 45,869,309 △3,696,505

建物 41,172,804 44,869,309 △3,696,505

定期預金 1,000,000 1,000,000

その他の固定資産 127,869,337 127,843,711 25,626

建物 21,169,266 18,694,738 2,474,528

構築物 2,782,987 3,354,933 △571,946

機械及び装置 725,876 1,055,043 △329,167

車輌運搬具 323,499 511,938 △188,439

器具及び備品 1,682,189 619,799 1,062,390

ソフトウェア 88,560 114,480 △25,920

退職給付引当資産 19,812,960 17,570,680 2,242,280

移行時特別積立資産 3,000,000 △3,000,000

人件費積立資産 29,500,000 29,500,000

修繕積立資産 27,500,000 29,098,500 △1,598,500

備品等購入積立資産 23,000,000 23,039,600 △39,600

その他の固定資産 1,284,000 1,284,000

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 事業未払金 3,551,463 3,670,216 △118,753

 未払費用 15,068,065 14,333,091 734,974

 預り金 600 2,550 △1,950

 賞与引当金 6,023,000 5,261,400 761,600

 固定負債 24,669,760 23,641,880 1,027,880

 設備資金借入金 4,856,800 6,071,200 △1,214,400

 拠点区分間長期借入金

 退職給付引当金 19,812,960 17,570,680 2,242,280

 負債の部合計 49,312,888 46,909,137 2,403,751

純　資　産　の　部

 基本金 16,996,125 16,996,125

 基本金 16,996,125 16,996,125

 国庫補助金等特別積立金 22,905,771 25,693,689 △2,787,918

 国庫補助金等特別積立金 22,905,771 25,693,689 △2,787,918

 その他の積立金 80,000,000 84,638,100 △4,638,100

 移行時特別積立金 3,000,000 △3,000,000

 人件費積立金 29,500,000 29,500,000

 修繕積立金 27,500,000 29,098,500 △1,598,500

 備品等購入積立金 23,000,000 23,039,600 △39,600

 次期繰越活動増減差額 103,839,691 100,573,917 3,265,774

 次期繰越活動増減差額 103,839,691 100,573,917 3,265,774

 (うち当期活動増減差額) △1,372,326 △14,849,660 13,477,334

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 純資産の部合計 223,741,587 227,901,831 △4,160,244



計算書類に対する注記(法人全体用)
別紙１

１．継続事業の前提に関する注記

　該当なし

２．重要な会計方針

　（1）固定資産の減価償却の方法

　・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、並びに器具及び備品

　平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものにつ

　は定額法によっている。

　（2）引当金の計上基準

　　・賞与引当金

　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　・退職給付引当金

　　当法人で採用している沖縄県退職共済制度に基づき、当期末における沖縄県社会福祉事業共済会

　　への法人負担の掛金累計額を計上している。

　（3）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

　（4）リ－ス会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引

　　　リ－ス期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

３．重要な会計方針の変更

　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

　　当法人は、一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

　　併せて、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度にも加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　　(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令　第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)

　　(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令　第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)については、

　　　　当法人の行う事業が、社会福祉事業のみであるため作成をしていない。

　　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令　第1号3様式、第2号3様式、第3号

　　　　１様式）

　（4）各拠点区分におけるサ－ビス区分の内容

　ア　法人本部拠点区分                                  (社会福祉事業        )

　　「法人本部サービス区分」

　イ　蒼生学園拠点区分                                  (社会福祉事業        )

　　「就労継続支援Ｂ型サービス区分」

　　「放課後等デイサ－ビス区分」

　　「グル－プホ－ムサ－ビス区分」

　　「生活介護蒼生サ-ビス区分」

　　「日中一時支援サ－ビス区分」

　ウ　美ら風拠点区分                                    (社会福祉事業        )

　　「就労継続支援Ｂ型サービス区分」

　　「生活介護美ら風サ－ビス区分」

　エ　ネットワークそうせい拠点区分                      (社会福祉事業        )

　　「生活介護サービス区分(なずな)」

　　「就労継続支援Ｂ型サービス区分(いりむい)」
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　　「放課後等デイサービス区分（のびろ）」

　　「放課後等デイサービス区分(きらきら)」

　　「生活介護サービス区分(のぎく)」

　　「日中一時支援事業サービス区分」

６．基本財産の増減の内容及び金額

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．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

　該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

　該当なし

１３．重要な偶発債務

　該当なし

１４．重要な後発事象

　該当なし

１５．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

　該当なし

(単位：円)

基本財産の種類 当期減少額前期末残高 当期増加額 当期末残高

　建物 3,696,505 44,869,309 0 41,172,804 

　定期預金 0 1,000,000 0 1,000,000 

　　　  合計 3,696,505 45,869,309 0 42,172,804 

(単位：円)

当期末残高取得価額 減価償却累計額

　建物（基本財産） 41,172,804 137,469,375 96,296,571 

　建物 21,169,266 42,729,116 21,559,850 

　構築物 2,782,987 10,342,900 7,559,913 

　機械及び装置 725,876 16,402,669 15,676,793 

　車両運搬具 323,499 8,034,176 7,710,677 

　器具及び備品 1,682,189 15,891,189 14,209,000 

　　　  合計 67,856,621 230,869,425 163,012,804 

(単位：円)

債権の当期末残高債権額 徴収不能引当金の
当期末残高

　事業未収金 57,474,542 57,474,542 0 

　　　  合計 57,474,542 57,474,542 0 
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