
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 事業開始年月日 定員

加 藤　 憲 岡山市中区原尾島4-17-37 40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 -

加 藤 　憲 岡山市北区西古松268-1 -

公益事業

・地域生活支援事業所みちしるべ 加 藤 　憲 岡山市北区西古松268-1 -

３．法人運営の状況

相談支援事業所みちしるべ

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

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

社会福祉法人岡山県視覚障害者協会　令和元年度事業報告書
（平成31年4月1日～令和2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

昭和28年10月29日
昭和２８年１１月１１日
（086）271-0933

平成26年5月1日

自主事業

そ の 他

2020/7/8 12:46

所　　在　　地

昭和48年4月1日

昭和63年4月1日

昭和60年4月1日

平成26年5月1日

金　　額

収入
障害福祉サービス等事業収入 246,998,646

地域生活支援事業収入 3,029,200

指定管理事業収入 30,501,000

センター自主事業収入 2,833,475

経常経費寄附金収入 3,144,175

受取利息配当金収入 98,531

その他の収入 501,244

雑収入 708,469

事業活動収入計（1） 287,814,740

支出

人件費支出 168,699,522

事業費支出 66,288,131

事務費支出 16,166,791

その他の支出 181,600

流動資産評価損等によ
る資金減少額

500,000

事業活動支出計（２） 251,836,044

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

施設整備等補助金収入 600,000

施設設備等収入計(４) 600,000

支出

固定資産取得支出 3,671,100

施設整備等支出計(５) 3,671,100

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

積立資産取崩収入 162,072

その他の活動収入計(7) 162,072

積立資産支出 26,265,200

その他の活動による支出 14,042,385

その他の活動支出計（8） 40,307,585
その他の活動資金収支差額

(９)=(7)-(8)

293,394,875

286,156,958

-3,071,100

35,978,696

-7,237,917

-40,145,513

(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

科　　　　　目

【事業活動による収支】

科　　　　　目 金　　　額

【資　産　の　部】

流動資産 297,965,594

　　現金預金 250,574,520

　　事業未収金 39,739,878

　　未収金 387,449

　　未収補助金 256,725

　　立替金 424,212

　　前払金 267,250

　　前払費用 338,420

　　仮払金 5,977,140

固定資産 263,857,960

　基本財産 46,589,658

　　土地 9,506,531

　　建物 37,083,127

　その他の固定資産 217,268,302

　　建物 401,015

　　構築物 462,516

　　機械及び装置 1

　　車輌運搬具 922,688

　　器具及び備品 4,423,077

　　建設仮勘定 735,900

　　権利 113,390

　　退職給付引当資産 20,933,009

　　移行時特別積立資産 20,792,167

　　人件費積立資産 609,172

　　備品等購入積立資産 429,611

　　設備等整備積立資産 105,000,000

　　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 23,890

資産の部合計　 561,823,554

【負　債　の　部】

流動負債 23,381,411

　　事業未払金 10,128,307

　　未払費用 25,845

　　預り金 100,170

　　職員預り金 168,996

　　前受金 1,194,583

　　仮受金 190,735

　　賞与引当金 11,572,775

固定負債 20,933,009

　　退職給与引当金 20,933,009

負債の部合計　 44,314,420

差引純財産 517,509,134

金　　額

障害福祉サービス等事業収益 246,998,646

地域生活支援事業収益 3,029,200

指定管理事業収益 30,501,000

センター自主事業収益 2,833,475

経常経費寄附金収益 3,144,175

雑収入 708,469

サービス活動収益計（1） 287,214,965

人件費 172,067,903

事業費 65,464,451

事務費 16,166,791

減価償却費 3,321,272
国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,399,610

徴収不能額 500,000

サービス活動費用計（2） 256,120,807

サービス活動増減差額

（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益 98,531

その他のサービス活動外収益 501,244

サービス活動外収益計（4） 599,775

その他のサービス活動外費用 181,600

サービス活動外費用計（5） 181,600

サービス活動外増減差額

（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6） 31,512,333

施設整備等補助金収益 600,000

特別収益計（8） 600,000

国庫補助金等特別積立金積立額 600,000

その他の特別損失 14,042,385

サービス活動外費用計（9） 14,642,385

特別増減差額（10）=（8）-（9） -14,042,385

当期活動増減差額
（11）=（7）+（10）

前期繰越活動増減差額(１２) 260,247,097

(13)=(11)+(12)

0

162,072

25,340,000

(１7)=(13）+(14）-(15）+(15）-(16）
252,539,117

【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

基本金取崩額（14）

277,717,045

科　　　　　目

【サービス活動増減の部】

収益

費用

31,094,158

【サービス活動外増減の部】

費用

17,469,948

収益

費用

418,175

科　    　目 金　　額

流動資産 297,965,594

　　現金預金 250,574,520

　　事業未収金 39,739,878

　　未収金 387,449

　　未収補助金 256,725

　　立替金 424,212

　　前払金 267,250

　　前払費用 338,420

　　仮払金 5,977,140

固定資産 263,857,960

　基本財産 46,589,658

　　土地 9,506,531

　　建物 37,083,127

　その他の固定資産 217,268,302

　　建物 401,015

　　構築物 462,516

　　機械及び装置 1

　　車輌運搬具 922,688

　　器具及び備品 4,423,077

　　建設仮勘定 735,900

　　権利 113,390

　　退職給付引当資産 20,933,009

　　移行時特別積立資産 20,792,167

　　人件費積立資産 609,172

　　備品等購入積立資産 429,611

　　設備等整備積立資産 105,000,000

　　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 23,890

資産の部合計　 561,823,554

流動負債 23,381,411

　　事業未払金 10,128,307

　　未払費用 25,845

　　預り金 100,170

　　職員預り金 168,996

　　前受金 1,194,583

　　仮受金 190,735

　　賞与引当金 11,572,775

固定負債 20,933,009

　　退職給付引当金 20,933,009

負債の部合計　 44,314,420

基本金 49,727,826

国庫補助金等特別積立金 26,013,875

その他の積立金 189,228,316

　　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 609,172

　　備品等購入積立金 429,611

　　設備等整備積立金 105,000,000

次期繰越活動収支差額 252,539,117

　　次期繰越活動収支差額 252,539,117
　　（うち当期活動収支差額） 17,469,948

純資産の部合計 517,509,134

負債及び純財産の部合計 561,823,554

財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表
（自）平成31年4月1日 （自）平成31年4月1日

（至）令和2年3月31日 （至）令和2年3月31日

（単位：円） （単位：円） （単位：円） （単位：円）

令和2年3月31日現在　令和2年3月31日現在　


