
岡山市中区原尾島四丁目１７－３７ 法 人 認 可 年 月 日
法 人 登 記 年 月 日
電 話 番 号

施設長名 所　　在　　地 定員

岸　　宏文 岡山市中区原尾島4-17-37 40名

小山　茂樹 備前市鶴海2401 50名

小山　茂樹 備前市鶴海2401 30名

－ 岡山市中区原尾島4-17-37

指定管理

川田　忠茂 岡山市北区西古松268-1

小山　茂樹 備前市鶴海2401 4名

岡　　健次 岡山市北区西古松268-1

岡　　健次 岡山市北区西古松268-1

公益事業

 ・指定居宅介護支援事業（第二鶴海荘） 小山　茂樹 備前市鶴海2401

３．法人運営の状況

相談支援事業所みちしるべ 平成26 年5 月 1 日

地域生活支援事業所みちしるべ 平成26 年5 月 1 日

そ　　の　　他 平成12 年4 月 1 日

自主事業 昭和28年10月29日

平 成 3 年 7 月 1 日

第　2　種
社会福祉事業

受託事業

 ・自立支援拠点活動支援事業の受託運営 昭和48 年4 月 1 日

 ・岡山県視覚障害者センターの管理運営 昭和60 年4 月 1 日

老人短期入所事業（第二鶴海荘） 平 成 3 年 7 月 1 日

２.法人の行う事業
事業の種別 種　　類　　及　　び　　名　　称 事業開始年月日

第　1　種
社会福祉事業

知的障害者支援施設岡星寮の設置経営 昭和63 年4 月 1 日

養護盲老人ホーム鶴海荘の設置経営 昭和52 年4 月 1 日

特別養護老人ホーム第二鶴海荘の設置経営

社会福祉法人岡山県視覚障害者協会　平成26年度事業報告書
（平成26年４月１日～平成27年３月３１日）

１.法人の概要
主たる事務所の所在 昭和２８年１０月２９日

代 表 者 氏 名 会　長　　片　岡　　美　佐　子
昭和２８年１１月１１日
（086）271-0933

科　　　　　目 金　　額

【経常活動による収支】

　介護保険収入 124,654,020

　自立支援費等収入 211,096,230

　措置費収入 129,729,151

　その他の事業収入 556,020

　補助事業等収入 995,000

　経常経費補助金収入 1,374,210

　受託事業収入 30,824,000

　寄付金収入 2,859,071

　雑収入 3,945,864

　受取利息配当金収入 393,955

　経理区分間繰入金収入 33,577,372

経常収入計（１） 540,004,893

　人件費支出 317,674,721

　事務費支出 64,118,865

　事業費支出 115,974,185

　経理区分間繰入金支出 33,577,372

経常支出計（２） 531,345,143

経常活動資金収支差額

(３)=(1)-(2)

【施設整備等による収支】

　施設整備等補助金収入 22,272,000

　固定資産売却収入 5,000

施設設備等収入計(４) 22,277,000

　固定資産取得支出 34,790,309

施設整備等支出計(５) 34,790,309

施設整備等資金収支差額

(６)=(4)-(5)

【財務活動による収支】

　借入金収入 11,075,311

　積立預金取崩収入 77,099

　その他の収入 1,035,917

財務収入計（７） 12,188,327

　積立預金積立支出 624,977

　その他の支出 12,740,832

　流動資産評価減等による資産減少額 1,460

財務支出計（８） 13,367,269

財務活動資金収支差額

(９)=(7)-(8)

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) 300,241,373

当期末支払資金残高

(１３)=(11)+(12)
295,208,872

-12,513,309

8,659,750

-1,178,942

資 金 収 支 計 算 書

（単位：円）

（至）平成２７年３月３１日

（自）平成２６年４月１日

-5,032,501

（単位：円）

科　　　　　目 金　　　額

【資　産　の　部】

流動資産 338,628,566

　　現金預金 224,145,835

　　未収金 112,067,815

　　立替金 92,481

　　前払金 930,462

　　仮払金 133,753

　　未収補助金 1,258,220

固定資産 448,751,273

　基本財産 284,744,315

　　建物 700,699,319

　　減価償却累計額合計 -453,373,085

　　土地 37,418,081

　その他の固定資産 164,006,958

　　建物 31,562,000

　　構築物 7,893,875

　　機械及び装置 6,321,100

　　車輌運搬具 12,400,625

　　器具及び備品 107,182,085

　　減価償却累計額合計 -133,391,200

　　権利 145,210

　　長期貸付金 11,075,311

　　基金積立預金 3,280,000

　　　森本・和田基金積立金 3,000,000

　　　葛山基金積立金 280,000

　　施設整備積立預金 10,000,000

　　事業積立預金 59,098,521

　　退職共済預け金 27,647,264

　　移行時特別積立預金 20,792,167

資産の部合計　 787,379,839

【負　債　の　部】

流動負債 43,419,694

　　未払金 41,083,050

　　預り金 743,128

　　前受金 901,228

　　仮受金 692,288

固定負債 38,722,575

　　長期運営資金借入金 11,075,311

　　退職給与引当金 27,647,264

負債の部合計　 82,142,269

差引純財産 705,237,570

平成２７年３月３１日現在

財　　産　　目　　録

科　　　　　目 金　　額

【事業活動収支の部】

　介護保険収入 124,654,020

　自立支援費等収入 211,096,230

　措置費収入 129,729,151

　受託事業収入 30,824,000

　その他の事業収入 556,020

　補助事業等収入 995,000

　経常経費補助金収入 1,374,210

　寄付金収入 2,859,071

　雑収入 3,945,864

　引当金戻入 1,035,917

　国庫補助金等

　特別積立金取崩額

事業活動収入計（１） 516,363,207

　人件費支出 317,674,721

　事務費支出 64,118,865

　事業費支出 115,974,185

　減価償却費 29,481,536

　徴収不能額 1,460

　引当金繰入 1,665,521

事業活動支出計（２） 528,916,288

事業活動収支差額

（３）=(1)-(2)

【事業活動外収支の部】

　受取利息配当金収入 393,955

　経理区分間繰入金収入 33,577,372

事業活動外収入計（４） 33,971,327

　経理区分間繰入金支出 33,577,372

事業活動外支出計（５） 33,577,372

事業活動外収支差額

（６）=(4)-(5)

経常収支差額（７）=(3)+(6) -12,159,126

【特別収支の部】

　施設整備等補助金収入 22,272,000

　固定資産売却益 5,000

特別収入計（８） 22,277,000

　固定資産売却損・処分損 48,685
　国庫補助金等特別積立金積立額 22,272,000

特別支出計（９） 22,320,685

特別収支差額(１０)=(8)-(9) -43,685

当期活動収支差額

(11)=(7)+(10)

【繰越収支差額の部】

　前期繰越活動収支差額(１２) 342,550,684

当期末繰越活動収支差額

(13)=(11)+(12)

その他の積立金取崩額(１６) 77,099

その他の積立金積立額(１７) 624,977

次期繰越活動収支差額

(１８)=(13）+(14）-(15）+(16）-(17）
329,799,995

事 業 活 動 収 支 計 算 書

（単位：円）

（自）平成２６年４月１日

（至）平成２７年３月３１日

9,293,724

-12,553,081

393,955

-12,202,811

330,347,873

（単位：円）

科　    　目 金　　額

流動資産 338,628,566

　　現金預金 224,145,835

　　未収金 112,067,815

　　立替金 92,481

　　前払金 930,462

　　仮払金 133,753

　　未収補助金 1,258,220

固定資産 448,751,273

　基本財産 284,744,315

　　建物 700,699,319

　　減価償却累計額合計 -453,373,085

　　土地 37,418,081

　その他の固定資産 164,006,958

　　建物 31,562,000

　　構築物 7,893,875

　　機械及び装置 6,321,100

　　車輌運搬具 12,400,625

　　器具及び備品 107,182,085
　　　有形器具備品 98,376,785
　　　無形器具備品 8,805,300
　　減価償却累計額合計 -133,391,200

　　権利 145,210

　　長期貸付金 11,075,311

　　基金積立預金 3,280,000
　　　森本・和田基金積立金 3,000,000
　　　葛山基金積立金 280,000
　　施設整備積立預金 10,000,000

　　事業積立預金 59,098,521

　　退職共済預け金 27,647,264

　　移行時特別積立預金 20,792,167

資産の部合計　 787,379,839

流動負債 43,419,694

　　未払金 41,083,050

　　預り金 743,128

　　前受金 901,228

　　仮受金 692,288

固定負債 38,722,575

　　長期運営資金借入金 11,075,311

　　退職給与引当金 27,647,264

負債の部合計　 82,142,269

基本金 187,195,457

国庫補助金等特別積立金 95,071,430

その他の積立金 93,170,688

　　移行時特別積立金 20,792,167

　　施設整備積立金 10,000,000

　　基金積立金 3,280,000

　　事業積立金 59,098,521

次期繰越活動収支差額 329,799,995

　　次期繰越活動収支差額 329,799,995
　　（うち当期活動収支差額） -12,202,811
純資産の部合計 705,237,570

負債及び純財産の部合計 787,379,839

貸　借　対　照　表

平成２７年３月３１日現在


