
第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

       社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

       

       勘定科目予算(八)決算(B)差異(A)一(B)備考

      
       受取利息配当金収入2,4362,4360

       その他の収入759,973759,9730

       事業活動収入計(1)73,773,51973,773,5190

       支出人件費支出53,078,29053,078,2900       事業費支出10,045,03010,045,0300

       事務費支出2,088,3632,088,3630

       事業活動支出計(2)65,211,68365,211,6830

       事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)8,561,8368,561,8360

       施設整備.,よる収支収入施設整備等補助金収入000
       施設整備等収入計(4)000

       支出固定資産取得支出5,024,4325,024,4320
       施設整備等支出計(5)5,024,4325,024,4320

       施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△5,024,432△5,024,4320

       その他活動収支その他の活動収入計(7)「000       その他の活動支出計(8)000

       その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)000

       予備費支出(10):]一0
       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)3,537,4043,537,4040

     前期末支払資金残高α2)16,477,53616,477,5360

     当期末支払資金残高α1)+(12)20,014,94020,014,9400

ρ



第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会
(単位;円)

      勘定科目年度決算(A)1年度決算(B増減(A)一(B)

      施設型給付費収益70,166,1106,667,52063,498,590

      施設型給付費収益64,203,860064,203,860

      利用者負担金収益5,962,2506,667,520△705,270

      委託費収益058,849,750△58,849,750

      その他の事業収益2,845,000750,0002,095,000

      補助金事業収益(公費)2,845,000750,0002,095,000

      延長保育促進事業収益300,000300,0000

      一時預かり事業収入450,000450,0000

      その他の補助金事業収益2,095,00002,095,000

      サービス活動収益計(1)73,011,11066,267,2706,743,840

      職員給料16,923,90516,831,83692,069

      職員賞与10,488,5289,730,041758,487

      非常勤職員給与18,406,37517,591,151815,224

      退職給付費用581,100581,1000

      法定福利費6.678β826,424,170254,212

      事業費10,045,0309,382,109662,921

      給食費3,603,1183,420,237182,881

      保健衛生費370,965526,915△155,950

      保育材料費976,989963,97513,014

      水道光熱費958,865975,592△16,727

      燃料費319,281249,71769,564

      消耗器具備品費976,661385,815590,846

      保険料596,220258,960337,260

      賃借料931,1701,009,140△77,970

      車輌費1,301,5831,580,978△279,395

      雑費10,17810,780△602

      事務費2,088,3633,239,111△1,150,748

      福利厚生費257,926279,627△21,701

      研修研究費314,690170,420144,270

      事務消耗品費361,531776,242△414,711

      印刷製本費519,481608β10△88,829

      修繕費18,227108,485△90,258

      通信運搬費215,458234,320△18,862

      会議費10,4007,3803,020

      広報費10,000o10,000

      業務委託費248,513323,920△75,407

      手数料32,86434,988△2,124



      (単位:円)

      勘定科目年度決算(A)1年度決算(B増減(A)一(B)

      サ;ビス活動増減の部費用租税公課3,00035,850△32,850
      保守料6,000137,632△131,632

      雑費(事務)90,273521,937△431,664

      減価償却費7,100,0506,578,278521,772

      国庫補助金等特別積立金取崩額△4,117,542△3,969,272△148,270

      サービス活動費用計(2)68,194,19166,388,5241,805,667

      サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)4,816,919△121,2544,938,173

      サービス活動外戎の部収益受取利息配当金収益2,43616,487△14,051
      その他のサービス活動外収益759,973848,838△88,865

      利用者等外給食収益05,600△5,600

      雑収益759,973843,238△83,265

      サービス活動外収益計(4)762,409865β25△102,916

      サービス活動外養用計(5)000

      サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5>762,409865,325△102,916

      経常増減差額(7)=(3)+(6)5.579β28744,0714,835,257

      特別増減の部特別収益計(8)000      費用固定資産売却損・処分損12,419012,419      器具及び備品売却損・処分損12,417012,417

      その他の固定資産売却損・処分損2o2

      国庫補助金等特別積立金積立額1,100,000O1,100,000

      その他の特別損失02△2

      国庫補助会計基準移行時過年度分修正額02△2

      特別費用計(9)1,112,41921,112,417

      特別増減差額(10)騙(8)一(9)△1,112,419△2△1,互12,417

      当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,466,909744,0693,722,840

      蔵筋活動増醸差額前期繰越活動増減差額(12)43,281,58939,017,5204,264,069      当期末繰越活動増減差額(13)胃(11)+(12)47,748,49839,761,5897,986,909

      次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)47,748,49843,281,5894,466,909



第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

        社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

        

        資産の部負債の部

        当年度末前年度末増減当年度末前年1度末増減
        流動資産26.289β9120β23,1995,966,192流動負債6,274,4513β45,6632,428,788

        現金預金24,166,22119β04,5394β61,682事業未払金6,028,4503,648,5832β79,867

        事業未収金2,123,1701,018,6601,104,51q預り金000

        その他の流動資産0o0職員預り金246,001!97,08048,921

        固定資産127,642,970129,731,007△2,088,037固定負債000

        基本財産105,783,6111U,231,693△5,448,0麗負債の部合計6,274,4513,845,6632,428,788

        建物105,783,6U111,231,693△5,448,082純資産の部

        その他の固定資産21.859β5918.499β143,360,045基本金・・購1購噺0
        建物220第一号基本金5,250,0005,250,0000

        構築物1,185,6511,305,287△119,636第三号基本金4,737,6354,737,6350

        械及び装置3,168,7983,807,197△638,399国庫補助金等特別積立金78,021、77781.039β19△3,017,5醤

        車輌運搬具3498,650△498,647その他の積立金11,900.00011,gOO,㎜0

        器具及び備品3,604,905988,1782,616,727人件費積立金6,500,0006,500,0000

        建設仮勘定2,000,00002,000,000修繕費積立金4,400,0004,400,0000

        人件費積立資産6,500,0006,500,0000備品等購入積立金1,000,000LOOO,ODOo

        修繕費積立資産4,400,0004,400,㎜0次期繰越活動増減差額47,7弓8,49843,281,5894膠466,909

        備品購入等積立資産1,000,0001,000,0000(うち当期活動増減差額)4,466,909744,0693,722,840

        純資産の部合計147,657,910146,208,5431.449β67

        資産の部合計153,932β61150,054,2063,8τ8,155負債及び純資産の部合計153.932β61150,054,2063,878」155

e



社会福祉事業区分
(自)平成28年4月1日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表
(至)平成29年3月31日

        社会福祉法人名さくら福祉会単立;円)

        

        勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

        施設型給付費収入070,166,11070,166,110070,166,110

        その他の事業収入02,845,0002,845,00002,845,000

        受取利息配当金収入12,4352,43602,436

        その他の収入10,380749,593759,9730759,973

        利用者等外給食費収入00000

        雑収入10,380749,593759,9730759,973

        事業活動収入計(1)10,38173,763,13873,773,519073,773,519

        職員給料支出016,923,90516,923,905016,923,905

        職員賞与支出010,488,52810,488,528010,488,528

        非常勤職員給与支出018,406,37518.406β75018,406,375

        退職給付支出0581,100581,1000581,100

        法定福利費支出o6,678,3826,678,38206,678,382

        事業費支出010,045,03010,045,030010,045,030

        給食費支出03,603,1183,603,11803,603,118

        保健衛生費支出0370,965370,9650370,965

        保育材料費支出0976,989976,9890976,989

        水道光熱費支出0958β65958,8650958,865

        燃料費支出0319,281319,2810319,281

        消耗器具備品費支出0976,661976,6610976,661

        保険料支出0596,220596,2200596,220

        賃借料支出0931,170931,1700931,170

        車輌費支出01,301,5831,301,58301β01,583

        雑支出(事業)010,17810,178010,178

        事務費支出3,0002,085,3632,088,36302,088,363

        福利厚生費支出0257,926257,9260257,926

        研修研究費支出0314,690314,6900314,690

        事務消耗品費支出0361,531361,531O361,531

        印刷製本費支出o519,481519,4810519,481

        修繕費支出018,22718,227018,227

        通信運搬費支出0215,458215,458o215,458

        会議費支出010,400lO,400010,400

        広報費支出010,00010,000010,000

        業務委託費支出0248,5132些8,5130248,513

        手数料支出032,86432,864032,864

        租税公課支出3,00003,00003,000

        保守料支出06,0006,000o6,000

        雑支出(事務)090,27390,273090,273



        (単位:円)

        勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

        事票活動収支事業活動支出計(2)3,00065,208,68365,211,683065,211,683        事業活動資金収支差額(3)=(1)一(2)7,3818,554,4558.561β3608.561β36

        施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入00000
        施設整備等補助金収入00000

        施設整備等収入計(4)00000

        支出固定資産取得支出05,024,4325,024,43205,024,432        構築物取得支出00000

        器具及び備品取得支出03,024,4323,024,43203,024,432

        建設仮勘定支出02,000,0002,000,00002,000,000

        施設整備等支出計(5)05,024,4325,024,43205,024,432

        施設整備等資金収支差額(6)頴(4)一(5)0△5,024,432△5,024,4320△5,024,432

        .の他活動収支収入拠点区分間繰入金収入00000        その他の活動収入計(7)00000

        その他の活動支出計(8)0o000

        その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)0o000

        当期資金収支差額合計(10>=(3)+(6)+(9)7β813,530,0233,537,40403,537,404

      前期末支払資金残高(11)114,47516,363,06116,477,536016,477,536

      当期末支払資金残高(10)+(11)121,85619β93,08420,014,940020,014,940

ρ



社会福祉事業区分
(自)平成28年4月1日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表
(至)平成29年3月31日

        社会福祉法人名さくら福祉会(立:円)

        

        勘定科目法人本部水喰保育園合計内部取引消去事業区分合計

        サービス活動増減の部収益保育事業収益073,011,11073,011,110073,011,110
        サービス活動収益計(D073,011,11073,011,110073,011,110

        費用人件費053,078,29053,078,290053,078,290        事業費010,045,03010,045,030010,045,030

        事務費3,0002,085,3632,088,36302,088,363

        減価償却費07,100,0507,100,05007,100,050

        国庫補助金等特別積立金取崩額0△4,117,542△4,117,5420△4,工17,542

        サービス活動費用計(2)3,00068,191,19168,194,正91068,194,191

        サービス活動増減差額(3)=(1)一(2)△3,0004,819,9194,816,91904,816,919

        サービスρ増減の部収益受取利息配当金収益12,4352,43602,436
        その他のサービス活動外収益10,38G749,593759,9730759,973

        サービス活動外収益計(4)10,381752,028762,4090762,409

        サービス活動外費用計(5)00000

        サービス活動外増減差額(6)冨(4)一(5)10,381752,028762,4090762,409

        経常増減差額(7)=(3)+(6)7β815,571,9475,579,32805,579,328

        特別増減の部特別収益計(8)00000        費用固定資産売却損・処分損012,41912,419012,419        国庫補助金等特別積立金積立額01,100,0001,100,00001,100,000

        その他の特別損失00000

        特別費用計(9)0L112,4191,U2,41901,112,419

        特別増減差額(10)=(8)一(9)0△1,112,419△1,112,4190△1,1玉2,419

        当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7β814,459,5284,466,90904,466,909

        繰越活動壌、、前期繰越活動増減差額(12)114,47543,167,11443,281,589043,281,589        当期末繰越活動増減差額(13)=(1D+(12)121,85647,626,64247,748,498047,748,498

        次期榛越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(工5》一(16)121β5647,626,64247.748498047,748,498



第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人名さくら福祉会
(単位:円)

       流動資産121β5626,167,53526,289,391026,289,391

       現金預金121,85624,044,36524,166,221024,166,221

       事業未収金o2,123,1702,123,正7002,123,170

       その他の流動資産000o0

       固定資産0127,642,970127,642,9700127,642,g70

       基本財産0105,783,611105,783,6110105,783,611

       建物0105,783,611105,783,6110105,783,611

       その他の固定資産021.859β5921,859,359021p859,359

       建物02202

       構築物01,185,6511,185,65101,185,651

       機械及び装置03,168,7983,168,79803,168,798

       車輌運搬具03303

       器具及び備品03,604,9053,604,90503,604,905

       建設仮勘定o2,000,0002,000,00002,000,000

       人件費積立資産06,500,0006,500,00006,500,000

       修繕費積立資産04,400,0004,400,00004,400,000

       備品購入等積立資産o1,000,0001,000,00001,000,000

       資産の部合計121β56153,8王0,505153.932β610153,932,361

       流動負債06,274,4516,274,45106,274,451

       事業未払金06,028,4506,028,45006,028,450

       預り金00000

       職員預り金0246,001246,0010246rOO1

       固定負債00000

       負債の部合計06,274,4516,274,45106,274,451

       」本金09,987,6359,987,63509,987,635

       第一号基本金05,250,0005,250,00005,250,000

       第三号基本金04,737,6354,737,63504,737,635

       国庫補助金等特別積立金078,021,77778,021,777078,021,777

       その他の積立金o11,900,00011,900,000011,900,000

       人件費積立金06,500,0006,500,00006,500,000

       修繕費積立金04,400,0004,400,00004,400,000

       備品等購入積立金01,000,0001,000,00001,000,000

       次期繰越活動増減差額121β5647,626,64247,748,498047,748,498

       (うち当期活動増減差額)7β814,459,5284,466,90904,466,909

       純資産の部合計121,8561婆7,536,054147,657,9100147,657,910

       負債及び純資産の部合計121,856153,810,505153.932β610153,932,361



社会福祉法人名さくら福祉会

法人本部拠点区分
(自)平成28年4月1日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書
(至)平成29年3月31日

(単位:円)

        事業活動による収支収入受取利息配当金収入110
        その他の収入10,38010,3800

        雑収入10β8010,3800

        事業活動収入計(1)10β81io,3810

        支出事務費支出3,0003,0000        租税公課支出3,0003,0000

        事活動支出計(2)3,0003,0000

        事業活動資金収支差額(3)零(1)一(2)7,3817,3810

        塩設藍儒等収支施設整備等収入計(4)000        施設整備等支出計(5)000

        施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)000

        その他活動収支収入拠点区分間繰入金収入000        その他の活動収入計(7)000

        その他の活動支出計(8)000

        その他の活動資金収支差額9)=(7>一(8)000

        予備費支出(10)1]一0
        当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10)7,3817β810

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

114,475

121,856

114,475

121,856

0
0



法人本部拠点区分
(自)平成28年4月1日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書
(至)平成29年3月31日

      社会福祉法人名さくら福祉会(単位:円)
            勘定科目年度決算(A)r年度決算(B)増減(A)一(B)

      サービス活動増減サービス活動収益計(1)000      費用事務費3,0001,0501,950      租税公課3,0001,0501,950

      サービス活動費用計(2)3,000三.0501,950

      サービス活動増減差額(3)扁(1)一(2)△3,000△1pO50△1,950

      サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益116△15
      その他のサービス活動外収益10,38010,800△420

      雑収益10,38010,800△420

      サービス活動外収益計(4)10β8正10,816△435

      サービス活動外用計(5)00o

      サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)10,38110,816△435

      経常増減差…額(7)胃(3)+(6)7,3819,766△2β85

      特別増減特別収益計(8)000      特別費用計(9)000

      特別減額(10)=(8)一(9)000

      当期活動増減差額(11)=(7)+(10)7,3819,766△2β85

      繰簡括動増減差顕前期繰越活動増減差額(12)114,475104,7099,766      当期来繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)121,856114,4757,381

      次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)一(16)121,856114p4757,381

ρ



第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表
平成29年3月31日現在

        社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

        

        資産の部負債の部

        当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
        流動資産認1,85611474757脚381流動負債000

        現金預金121,856114p4757,381

        固定資産000固定負債000

        基本財産000負債の部合計000

        その他の固定資産000純資産の部

        基本金000

        国庫補助金等特別積立金000

        その他の積立金000

        次期繰越活動増減差額121β56114、4757,381

        (うち当期活動増減差額)7β81軌・66[△名・8・
        r純資産の部合計121β561三4.4757β81

        資産の飴計i瓢・・6U4,4757β81負債及び純資産の部合計121,856瑠51馬…

ぐ



第一号第四様式(第十七条第四項関係)

水喰保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

       社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

       

       勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

       施設型給付費収入70,166,11070,166,1100

       施設型給付費収入64,203,86064,203,8600

       利用者負担金収入5,962,2505,962,2500

       その他の事業収入2,845,0002,845,0000

       補助金事業収入(公費)2,845,0002,845,000O

       延長保育促進事業収入300,000300,0000

       一時預かり事業収入450,000450,0000

       その他の補助金事業収益2,095,0002,095,0000

       受取利息配当金収入2,4352,4350

       その他の収入749,593749,5930

       利用者等外給食費収入000

       雑収入749,593749,5930

       事業活動収入計(1)73,763,13873,763,1380

       職員給料支出16,923,90516,923,9050

       職員賞与支出10,488,52810,488,528O

       非常勤職員給与支出18,406,37518,406,3750

       退職給付支出581,100581,1000

       法定福利費支出6,678,3826,678,3820

       事業費支出10,045,03010,045,0300

       給食費支出3,603,1183,603,1180

       保健衛生費支出370,965370,9650

       保育材料費支出976,989976,9890

       水道光熱費支出958,865958β650

       燃料費支出319,281319,2810

       消耗器具備品費支出976,661976,6610

       保険料支出596,220596,2200

       賃借料支出931,170931,1700

       車輌費支出1β01,5831,301,5830

       雑支出(事業)10,17810,1780

       事務費支出2,085,3632,085,3630

       福利厚生費支出257,926257,9260

       研修研究費支出314,690314,6900

       事務消耗品費支出361,531361,5310

       印刷製本費支出519,481519,4810

       修繕費支出18,22718,2270

       通信運搬費支出215,458215,4580

       会議費支出lO,40010,4000

       広報費支出10,00010,0000

       業務委託費支出248,513248,513O

       手数料支出32,86432,8640

       租税公課支出000

       保守料支出6,0006,0000

       雑支出(事務)90,27390,2730

       事業活動支出計(2)65,208,68365,208,6830

       事業活動資金収支差額(3)コ(1)一(2)8,554,4558,554,4550

       施設整備等収支収入施設整備等補助金収入o00       施設整備等補助金収入000

       施設整備等収入計④000

       支出固定資産取得支出5,024,4325,024,4320
       構築物取得支出000



(単位:円)

       勘定科目予算(A)決算(B)差異(A)一(B)備考

       施設整備等収支支出器具及び備品取得支出3,024,4323,024,4320       建設仮勘定支出2,000,0002,000,0000

       施設整備等支出計(5)5,024,4325,024,4320

       施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△5,024,432△5,024,4320

       モの他盾動収支その他の活動収入計(7)00o       その他の活動支出計(8)000

       その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)000

       予備費支出(10)1]一0
       当資金収支差額合計(11);(3)+(6)+(9)一(10)3,530,0233,530,0230

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

16,363,061

19,893,084

16"363,061

19,893,084

0
0

c



社会福祉法人名さくら福祉会

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

水喰保育園拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年4月1目(至)平成29年3月31日

(単位:円)

      勘定科目年度決算(A)1」年度決算(B増減(△)一(B)

      施設型給付費収益70,166,1106,667,52063,498,590

      施設型給付費収益64,203,860064,203,860

      利用者負担金収益5,962,2506,667,520△705,270

      委託費収益058,849,750△58,849,750

      その他の事業収益2,8窪5,000750,0002,095,000

      補助金事業収益(公費)2,845,000750,0002,095,000

      延長保育促進事業収益300,000300,0000

      一時預かり事業収入450,000450,0000

      その他の補助金事業収益2,095,00002,095,000

      サービス活動収益計(1)73,011,11066,267,2706,743,840

      職員給料16,923,90516β31,83692,069

      職員賞与10,488,5289,730,041758,487

      非常勤職員給与18,406,37517,591,151815,224

      退職給付費用581,100581,1000

      法定福利費6,678,3826,424,170254,212

      事業費10,045,0309β82,109662,921

      給食費3,603,1183,420,237182,881

      保健衛生費370,965526,915△155,950

      保育材料費976,989963,97513,014

      水道光熱費958,865975,592△16,727

      燃料費319,281249,71769,564

      消耗器具備品費976,661385,815590,846

      保険料596,220258,960337,260

      賃借料931,1701,009,140△77,970

      車輌費1β01,5831,580,978△279,395

      雑費10,17810,780△602

      事務費2,085,3633,238,061△1,152,698

      福利厚生費257,926279,627△21,701

      研修研究費314,690170,420144,270

      事務消耗品費361,531776,242△414,711

      印刷製本費519,481608,310△88,829

      修繕費18,227108,485△90,258

      通信運搬費215,458234,320△18,862

      会議費10,4007β803,020

      広報費10,000010,000

      業務委託費248,513323,920△75,407

      手数料32,86434,988△2,124

      租税公課o34,800△34β00

      保守料6,000137,632△131,632

      雑費(事務)90,273521,937△431,664

      減価償却費7,100,0506,578,278521,772

      国庫補助金等特別積立金取崩額△4,117,542△3,969,272△148,270

      サービス活動費用計②68,ユ91,19166,387,4741,803,717

      サービス活動減差額(3>=(1)一(2)4,819,919△120,2044,940,123

      サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益2,43516,471△14,036
      その他のサービス活動外収益749,593838,038△88,445

      利用者等外給食収益05,600△5,600

      雑収益749,593832,438△82,845

      サービス活動外収益計(4)752pO28854,509△102,48三

      サービス活動外費用計(5)000



      (単立:円)

      勘定科目年度決算(A1年度決算(B)増減(A)一(B)

      サービス活動外増減差額(6)=(4)一(5)752,028854,509△102,481

      経常減差額(7)疑3+(6)5,571,947734β054,837,642

      特別増減の部特別収益計(8)00o      費用固定資産売却損・処分損12,419o12,419      器具及び備品売却損・処分損12,417012,417

      その他の固定資産売却損・処分損202

      国庫補助金等特別積立金積立額1,100,00001,100,000

      その他の特別損失02△2

      国庫補助会計基御多行時過年度分修正額02△2

      特別費用計(9)1,112,41921,正12,417

      特別増減差額(10)=(8)一(9)△1,112,419△2△1,112,417

      当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,459,528734β033,725,225

      簾越活動増減差額前期活動増減差額(12)43,167,11438,912,8114.254β03      当期宋繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,626,64239,647,n47,979,528

      次期繰越活動減差額(17)昌(13)+(14)+(15)一(16)47,626,64243,167,1144,459,528

e



第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

水喰保育園拠点区分貸借対照表
平成29年3月31日現在

        社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

        

        資産の部負債の部

        当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減
        流動資産26,167,53520,208,7245,958,811流動負債島274,4513,845,6632,428,788

        現金預金24,044,36519,190,0644.854β01短期運営資金借入金000

        現金46,99130,89716,094事業未払金6,028,4503,648,5832β79,867

        小口現金146,99130,89716,094その他の未払金0・1・
        小口現金20001年以内返済予定設備資金借入金o00

        普通預金23,997,37419,159,1674,838,2071年以内返済予定長期運営資金借入金00o

        普通預金111,699,07312,691,129△992,0561年以内返済予定り一ス債務0o0

        普通預金20001年以内返済予定拠点区分間長潮借入血000

        普通預金312,298,3016,468,0385β30β631年以内支払予定長期未払金000

        当座預金000未払費用〔}0o

        当座預金1000預り金000

        当座預金2000職員預り金246,001197,08048,921

        当座預金3000前受金00o

        定期預金000拠点区分間借入金000

        定期預金10o0仮受金00o

        定期預金20o0賞与引当金000

        定期預金3000職員賞与000

        事業未収金2,123,1701,018,6601,IO4,510法定福利費0o0

        未収金000その他の流動負債000

        未収補助金0001年以内返済予定その他の固定負債00o

        貯蔵晶000その他の流動負債000

        立替金000

        追払金000

        前払費用o00

        前払費用(支払資金)000

        前払費用(長期からの振替用)000

        1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金o00

        拠点区分間貸付金000

        仮払金00O

        その他の流動資産000

        その他の流動資産000

        資金諸口000

        諸口(非資金)000

        固定資産127,642,970129,731,007△2,088,037固定負債000

        基本財産1購…1・職693△隅曜設備資金借入金000
        土地000長期運営資金借入金000

        建物105,783,611111,231,693△5,448,082リース債務000



(単位:円)

        資産の部負債の部

        当年度末諜増減当年度末前年度末増減
        建物(取得価額)119,857,824119,857.8240拠点区分間長期借入金000

        建物(減価償却累計額)△14074,213△8,626,131△5,448,082退職給付引当金o0o

        定期預金000長期未払金000

        その他の固定資産21,859,35918,499,3143,360,045その他の固定負債000

        土地000負債の部合計6,274,4513,845,6632,428,788

        建物220純資産の部

        建物(取得価額)a101,750a101,7500基本金・・聯1蝋…0
        建物(減価償却累計額)△島101,748△2,101,7480第一号基本金5,25軌000臥25軌OOOO

        構築物1.18臥6511βO臥287△119,636第二号基本金000

        構築物(取得価額)3,434,7004,03篤200△602,500第三号基本金馬737,635広737,6350

        構築物(減価償却累計額)△a24訊049△2,731,913482,864国輔助鋳㈱積艶陣。・珊81.039β19△亀017」5弼
        機械及び装置3,16a7983,807,197△638,399その他の積立金i・職㎜11,900,0000
        機械及び装置(取得価額)へ068,0004,068,0CO0人件費積立金6,500,000⑤5⑳0000

        機械及び装置(減価償却累計額)△899,202△260,803△63&399修繕費積立金ら400,000ら400,000o

        車輌運搬具3498,650△498,647備品等購入積立金1,000,0001,000,0000

        車輌運搬具(取得価額)6,031,9006,031,9000保育所施設・設備整備積立金o00

        車輌運搬具(減価償却累計額)△6,031,897△5,53凱250△498,647次期繰越活動増減差額47,626,6姐43,167,1144,459,528

        器具及び備品3.60広90598鼠178a61⑤727(うち当期活動増減差額)4,45a52873傷303竃72臥225

        器具及び備品(取得価額)乳487,7484,921,7162,56⑤032

        器具及び備品(減価償却累計額)△3.882β43△3,933,5385〔L695

        建設仮勘定2,000,00002,00qOOO

        有形リース資産000

        有形リース資産(取得価額)r.000
        有形リース資産(波価償却黒計額)0O0

        権利0o0

        ソフトウェア000

        ソフトウェア〔取得価額)000

        ソフトウェア〔減価償却累計額)000

        無形リース資産000

        無形リース資産(取得価額)000

        無形り一ス資産(滅価償却累計額)000

        拠点区分間長期貸付金o00

        退職給付引当資産000

        人件費積立資産6,500,000a500,0000

        修繕費積立資産4,4QO,0004p4QO.0000

        備品購入等積立資産1,00α0001,00qOOO0

        保育所施設・設備整備積立資産000



      (単位:円)

      資産の部負債の部

      諜藤増減当年度末前年度末増減
      長期前払費用〔}00

      その他の固定資産000純資産の部合計147,536,054146,094,0681,441,986

      資産の部合計153,810,505149,939,7313,870,774負債及び純資産の部合計153,810,505149,939,7313,870,774

c

ρ



基本金明細書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

     社会福祉法人名さくら福祉会(位:円)
     

     区分並びに組入れ及び取崩しの事由合計各拠点区分ごとの内訳     法人本部水喰保育園

     前年度末残高9,987,63509,987,635

     第一号基本金5,250,00005,250,000

     第二号基本金0・1・
     第三号基本金馬・3乳6351・4,737,635 

 
   

第一号基本金当期組入額該当なし      計000

     当期取崩額該当なし

     計00o 
 

   
第二号基本金当期組入額該当なし      計000

     当期取崩額該当なし

     計000

     当期組入額該当なし

     計000

     三号基本金当期取崩額該当なし
     計00o

     当期末残高9,987,63509,987,635

     第一号基本金5,250,00005,250,000

     第二号基本金・1・0
     第三朧本金!缶・・馬635・4,737,635

別紙3(⑥)



匡↑笠補助金等特別積立金明細書

、 別紙3(⑦)

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名さくら福祉会
(単位:円)

        区分並びに積立て及び取崩しの事由補助金の種類合計各拠点区分の内訳
        国庫補助金地方公共団体補助金その他の団体からの補助金法人本部水喰保育園

        前期繰越額//81,039,319081,039,319

        腱東北町保育対策総合支援事業費収入東北町01,100,00001,100,000
        当期積立額合計01,100,00001,100,00001,100,000

        当期取崩額サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額国庫補助金当期取崩/4,117,542        合計'4,117,54204,117,542

        特別費用の控除項目として計上する取崩額//

        当期取崩額合計////4,ll7,54204,117,542
        当期末残高78,021,777078,021,777



う 、
、

別紙3(⑧)
(自)平成28年04月Ol日(至)平成29年03月31日

会福祉法人社会祉法人さくら祉会

(単位:円)

                資産の種類及び名称期首帳簿価額当期減価償却額期末帳簿価額減価償却累計額期末取得原価摘要                ㈹うち国庫補助金等の額当期増加額(B)うち国庫補助金等の額(c)うち国庫補助金等の額当期減少額(D)うち国庫補助金等の額(E=A唖B-G」D)うち国庫補助金等の額(F)うち国庫補助金等の額(鮭+F)うち国庫補助金等の額
                基本財産

                建物111,231,69381,039,3190o5,448,0823,969,272o0105,783,61177,070,04714,074,21310,253,953119,857,82487,324,0DO

                基本財産合計111,231,69381,039,319005,448,0823,969,272o0105,783,611刀,070,04714,074,2131q253,953119,857,8248ア,324,000

                その他固定資産(有形)

                建物20ooo0o0202,101,743o2,101,ア50o

                章両運搬異493,650o00498,64ア0o03o6,031,89706,031,goo0

                構築物1,305,287ooo119,634o201,185,65102,249,04903沸34,7000

                雛具備品等9呂3,178o3,024,4322,095,DOO395,288148,27012,417o3,604,9051,946,7303,882,843148,270了,48ア,7482、095、0αD

                機械及び装置3,BO7,197o0o638,3990o03,168.7980899,20204,068,000o

                有形固定資産合計6,599,314o3,024,4322,095,0CO!,651,968148,27012,419o7,959,3591,946,73015,164,739148,27023,124,0982,095,000

                その他の固定資産合計6,599,314o3,024,4322,095,DOO1,651,963148,27012,419o7,959,3591,946,73D15,164,739148,27023,124,0982,095,000

                基本財産及びその他の固定資産計117,831,00781,039,3193,024,4322,095,0007,100,0504,117.騒212,419o113,742,97079,016,77729,238,95210,402、223142,981,92289,419,000

                将来入金予定の償還補助金の額o当期取得当期入金当期増加合計000o0
                差引81,039,3192,095,0004,117,54279,016,7刀

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、殴備資金元金償運補助金がある場合には、償還補助総霰を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額1欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の顧」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の顧」を

プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額ユが貸借対照表上の国療補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した滅少額を記載する。
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別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名
拠点区分水喰保育園

(自)平成28年4月1日

さくら福祉会

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

      区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要

      人件費積立金6,500,000006,500,000

      修繕費積立金4,400,000004,400,000

      備品等購入積立金1,000,000001,000,000

      保育所施設・設備整備積立金0000

      計11,900,0000011,900,000

(単位:円)

      区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘要

      人件費積立資産6,500,000006,500,000

      繕費積立資産4,400,000004,400,000

      浦品購入等積立資産1,000,000001,000,000

      保育所施設・設備整備積立資産0000

      計11,900,0000011,900,000

c



別紙4財 産 目

録
平成29年3月31日現在

       社会福祉法人名さくら福祉会(単立:円)

       

       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僕却累計額貸借対照表価額

       1流動資産の部

       1流動資産

       現金預金現金普通預金事業未収金本部小口現金手許有高慮設小口現金手許有高冑森銀行乙供支店(本部》青森銀行乙供支店〔施設)ゆうちょ銀行(施設)一運転資金として運転霞金として運転資金として運転資金として運転資金として3月分保育給付費等24,166,22116,45046,991105,40611,699,07312.298β012,123,170
       流動資産合計26,289,391

       

       2固定資産

       (1)基本財産

       建物郡町道ノ上38-86、38一ヒ512014年度,119β57,824M,074,213105,783,611       2耳でる、ども園範設等に利絹している

       基本財産合計105,783圃611

       

       (2)その他の固定資産

            
       その他の固定賢産合計21r859,359

       固定資産合計127,642,970

       資産合計153圃932,361
       

       n負債の部

       1流動負債

       事桀未払い金職員預り金3、3月分源泉所得税他一6,028,450246,001
       流動負債合計6,274,451

       

       2固定負債

       固定負債合計0

       負債合計6,274,451

       差引純資産147,657,910


