
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

戸田　洋一 備前市鶴海2401 50名

戸田　洋一 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

戸田　洋一 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） 戸田　洋一 備前市鶴海2401

３．法人運営の状況

そ　　の　　他

自主事業

平成12 年4 月 1 日

昭和28年10月29日

事業開始年月日

昭和２８年１０月２９日
昭和２８年１１月１１日

昭和60 年4 月 1 日

（086）271-0933

昭和63 年4 月 1 日

昭和52 年4 月 1 日

平 成 3 年 7 月 1 日

昭和48 年4 月 1 日

社会福祉法人岡山県視覚障害者協会　平成27年度事業報告書
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

１.法人の概要

２.法人の行う事業

代 表 者 氏 名 会　長　　片　岡　　美　佐　子

事業の種別

主たる事務所の所在

受託事業

第　1　種
社会福祉事業

種　　類　　及　　び　　名　　称

知的障害者支援施設岡星寮の設置経営

養護盲老人ホーム鶴海荘の設置経営

特別養護老人ホーム第二鶴海荘の設置経営

第　2　種
社会福祉事業

 ・岡山県視覚障害者センターの管理運営

 ・自立支援拠点活動支援事業の受託運営

地域生活支援事業所みちしるべ 平成26 年5 月 1 日

相談支援事業所みちしるべ 平成26 年5 月 1 日

老人短期入所事業（第二鶴海荘） 平 成 3 年 7 月 1 日

金　　額

収入

介護保険事業収入 110,182,104

老人福祉事業収入 123,573,635

生会゛福祉サービス等事業収入 212,071,823

地域生活支援事業収入 5,750,450

受託事業収入 2,127,000

指定管理事業収入 30,724,000

センター自主事業収入 1,876,861

経常経費寄附金収入 5,815,431

受取利息配当金収入 281,301

その他の収入 1,417,302

雑収入 653,497

事業活動収入計（1） 494,473,404

支出

人件費支出 305,079,130

事業費支出 110,898,331

事務費支出 74,677,451

その他の支出 2,036,658

事業活動支出計（２） 492,691,570

事業活動資金収支差額

(３)=(1)-(2)

【施設整備等による収支】

収入

施設設備等収入計(４) 0

支出

固定資産取得支出 1,759,340

施設整備等支出計(５) 1,759,340

施設整備等資金収支差額

(６)=(4)-(5)

【その他の活動による収支】

収入

長期運営資金借入金収入 0

長期貸付金回収収入 0

積立資産取崩収入 3,586,768

拠点区分間繰入金収入 26,931,854

その他の活動による収入 3,006,559

その他の活動収入計(7) 33,525,181

積立資産支出 2,671,716

拠点区分間繰入金支出 26,931,854

その他の活動による支出 741,857

その他の活動支出計（8） 30,345,427

その他の活動資金収支差額

(９)=(7)-(8)

295,208,872

資 金 収 支 計 算 書

（至）平成28年3月31日

（自）平成27年4月　1日

科　　　　　目

【事業活動による収支】

298,411,120

-1,759,340

1,781,834

（単位：円）

3,202,248

3,179,754

(１３)=(11)+(12)

当期末支払資金残高

前期末支払資金残高(１２)

(１１)=(3)+(6)+(9)-(10)

当期資金収支差額合計

（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２８年３月３１日現在

財　　産　　目　　録

金　　額

介護保険事業収益 110,182,104

老人福祉事業収益 123,573,635

生会゛福祉サービス等事業収益 212,071,823

地域生活支援事業収益 5,750,450

受託事業収益 2,127,000

指定管理事業収益 30,724,000

センター自主事業収益 1,876,861

経常経費寄附金収益 5,815,431

雑収入 653,497

サービス活動収益計（1） 492,774,801

人件費 303,044,122

事業費 110,898,331

事務費 74,677,451

減価償却費 26,857,546
国庫補助金等特別積立金取崩額 -9,435,122

サービス活動費用計（2） 506,042,328

サービス活動増減差額

（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益 281,301

その他のサービス活動外収益 1,417,302

サービス活動外収益計（4） 1,698,603

その他のサービス活動外費用 2,036,658

サービス活動外費用計（5） 2,036,658

サービス活動外増減差額

（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6） -13,605,582

拠点区分間繰入金収益 26,931,854

その他の特別収益 3,006,559

特別収益計（8） 29,938,413

拠点区分間繰入金費用 26,931,854

その他の特別損失 2,064,952

サービス活動外費用計（9） 28,996,806

特別増減差額（10）=（8）-（9） 941,607

当期活動増減差額

（11）=（7）+（10）

前期繰越活動増減差額(１２) 329,799,995

(13)=(11)+(12)

77,112

1,197,068

(１7)=(13）+(14）-(15）+(15）-(16）

事 業 活 動 計 算 書

（単位：円）

（自）平成27年4月　1日

（至）平成28年3月31日

317,136,020

科　　　　　目

【サービス活動増減の部】

収益

費用

-13,267,527

【サービス活動外増減の部】

費用

-12,663,975

収益

費用

-338,055

316,016,064

【特別増減の部】

収益

【繰越活動増減差額の部】

次期繰越活動収支差額

その他の積立金積立額（16）

その他の積立金取崩額（15）

当期末繰越活動増減差額

（単位：円）

科　    　目 金　　額

流動資産 347,139,034

　　現金預金 247,588,472

　　事業未収金 53,472,036

　　未収金 43,937,030

　　未収補助金 263,220

　　立替金 100,577

　　前払金 220,460

　　前払費用 250,582

　　仮払金 1,306,657

固定資産 422,897,123

　基本財産 271,074,887

　　土地 37,818,081

　　建物 700,699,319

　　減価償却累計額合計△ -467,442,513

　その他の固定資産 151,822,236

　　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 13,496,445

　　器具及び備品 104,216,855

　　減価償却累計額合計△ -143,816,468

　　権利 113,390

　　ソフトウェア 3,228,750

　　減価償却累計額合計△ -2,362,850

　　長期貸付金 11,075,311

　　退職給付引当資産 25,762,904

　　移行時特別積立資産 20,792,167

　　人件費積立資産 671,500

　　備品等購入積立資産 429,611

　　設備等整備積立資産 10,000,000

　　基金積立資産 4,280,000

　　事業積立資産 58,117,366
　　差入保証金 24,000
　　長期前払費用 500
　　その他の固定資産 15,780

資産の部合計　 770,036,157

流動負債 48,727,914

　　事業未払金 33,250,220

　　その他の未払金 14,000,000

　　未払費用 76,966

　　職員預り金 637,513

　　前受金 594,892

　　仮受金 168,323

固定負債 36,838,215

　　長期運営資金借入金 11,075,311

　　退職給与引当金 25,762,904

負債の部合計　 85,566,129

基本金 187,195,457

国庫補助金等特別積立金 86,967,863

その他の積立金 94,290,644

　　基金積立金 4,280,000

　　移行時特別積立金 20,792,167

　　事業積立金 58,117,366

　　人件費積立金 671,500

　　備品等購入積立金 429,611

　　設備等整備積立金 10,000,000

次期繰越活動収支差額 316,016,064

　　次期繰越活動収支差額 316,016,064
　　（うち当期活動収支差額） -12,663,975
純資産の部合計 684,470,028

負債及び純財産の部合計 770,036,157

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日現在


