
第一号第一様式
理事長 責任者 事務長 出納職員

備考差異(A)-(B)予算(A)勘定科目 決算(B)

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ） 1頁(単位：円)

     資金収支計算書  資金収支計算書  資金収支計算書  資金収支計算書 

社会福祉法人　瑞光会
社会福祉法人　瑞光会　
社会福祉法人　瑞光会法人名

施設名
会計単位名

796,774,957事事事事 収収収収 △4,811,869801,586,826介護保険事業収入

業業業業 入入入入 △6,7026,702老人福祉事業収入

64,160,000活活活活 △682,82964,842,829保育事業収入

11,479,000動動動動 △104,24011,583,240その他の事業収入

2,345,000にににに △153,4002,498,400その他の利用者負担収入

135,000よよよよ △100,000235,000経常経費寄附金収入

609,594るるるる 6,154603,440受取利息配当金収入

185,800収収収収 △10,865196,665その他の収入

875,689,351支支支支 △5,863,751881,553,102事業活動収入計(1)

610,429,080支支支支 2,483,159607,945,921人件費支出

113,608,937出出出出 1,696,255111,912,682事業費支出

71,360,134 2,003,29469,356,840事務費支出

795,398,151 6,182,708789,215,443事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 80,291,200 △12,046,45992,337,659

施施施施 収収収収

設設設設 入入入入 施設整備等収入計(4)

18,086,200整整整整 支支支支 △492,01418,578,214固定資産取得支出

備備備備 出出出出

等等等等

にににに

よよよよ

るるるる

収収収収
18,086,200支支支支 △492,01418,578,214施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △18,086,200 492,014△18,578,214

993,000そそそそ 収収収収 159,693833,307積立資産取崩収入

2,230,000のののの 入入入入 △27,3942,257,394その他の活動による収入

3,223,000他他他他 132,2993,090,701その他の活動収入計(7)

63,049,000のののの 支支支支 △4,988,84068,037,840積立資産支出

2,379,000活活活活 出出出出 △717,4993,096,499その他の活動による支出

動動動動

にににに

よよよよ

るるるる

収収収収
65,428,000支支支支 △5,706,33971,134,339その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △62,205,000 5,838,638△68,043,638

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △5,715,8075,715,807

前期末支払資金残高(12) △358,803,575358,803,575

当期末支払資金残高(11)+(12) △364,519,382364,519,382



会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　瑞光会
社会福祉法人　瑞光会　
社会福祉法人　瑞光会

第二号第一様式
理事長 責任者 事務長 出納職員

     事業活動計算書  事業活動計算書  事業活動計算書  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 ) 1頁

勘定科目

(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

ササササ 収収収収 11,197,325790,389,501801,586,826介護保険事業収益

｜｜｜｜ 益益益益 6,7026,702老人福祉事業収益

ビビビビ △1,153,45965,996,28864,842,829保育事業収益

スススス 5,376,6046,206,63611,583,240その他の事業収益

活活活活 98,9502,399,4502,498,400その他の利用者負担収益

動動動動 △15,000250,000235,000経常経費寄附金収益

増増増増 1,088,3401,088,340その他の収益

減減減減 16,599,462865,241,875881,841,337サービス活動収益計(1)

のののの 費費費費 16,886,834594,340,680611,227,514人件費

部部部部 用用用用 1,439,219110,473,463111,912,682事業費

15,222,26454,134,57669,356,840事務費

327,27752,488,40152,815,678減価償却費

362,620△22,232,648△21,870,028国庫補助金等特別積立金取崩額

34,238,214789,204,472823,442,686サービス活動費用計(2)

△17,638,75276,037,40358,398,651サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ササササ 収収収収 △599,2241,202,664603,440受取利息配当金収益

｜｜｜｜ 益益益益 5,968,639698,9856,667,624その他のサービス活動外収益

ビビビビ

スススス

活活活活

動動動動

外外外外

増増増増 5,369,4151,901,6497,271,064サービス活動外収益計(4)

減減減減 費費費費 4,323,5454,323,545その他のサービス活動外費用

のののの 用用用用 4,323,5454,323,545サービス活動外費用計(5)

部部部部 1,045,8701,901,6492,947,519サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

△16,592,88277,939,05261,346,170経常増減差額(7)=(3)+(6)

特特特特 収収収収 △100,000100,000固定資産受贈額

別別別別 益益益益

増増増増 △100,000100,000特別収益計(8)

減減減減 費費費費 △17203固定資産売却損・処分損

のののの 用用用用 △17203特別費用計(9)

部部部部 △99,98399,980△3特別増減差額(10)=(8)-(9)

△16,692,86578,039,03261,346,167当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰繰繰繰 176,539,0321,154,504,8261,331,043,858前期繰越活動増減差額(12)

越越越越 159,846,1671,232,543,8581,392,390,025当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活活活活 基本金取崩額(14)

動動動動 △187,500,000187,500,000その他の積立金取崩額(15)

増増増増 △24,000,00089,000,00065,000,000その他の積立金積立額(16)

減減減減

差差差差

額額額額

のののの

部部部部 △3,653,8331,331,043,8581,327,390,025次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)



負債の部

（ 平成29年 3月31日現在 ）

第三号第一様式

1頁

理事長 責任者 事務長 出納職員

     貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表 

資産の部

科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減

社会福祉法人　瑞光会
社会福祉法人　瑞光会　
社会福祉法人　瑞光会法人名

施設名
会計単位名

(単位：円)

 流動負債 流動資産 409,473,237 398,690,577 10,782,660 44,002,158 39,887,002 4,115,156

   事業未払金   現金預金 280,185,652 269,962,032 10,223,620 33,237,042 29,610,878 3,626,164

   預り金   事業未収金 123,236,802 123,948,833 △712,031 7,840 7,840

   職員預り金   未収金 5,000 △5,000 10,757,276 10,268,284 488,992

   未収補助金 4,860,140 4,382,000 478,140

   立替金 72,846 72,846

   前払金 166,100 392,712 △226,612

   前払費用 951,697 951,697

 固定負債 固定資産 3,405,616,840 3,374,488,605 31,128,235 21,592,636 23,273,036 △1,680,400

   退職給付引当金 基本財産 2,400,712,569 2,439,002,268 △38,289,699 21,592,636 23,273,036 △1,680,400

      負債の部合計   土地 1,465,787,860 1,465,787,860 65,594,794 63,160,038 2,434,756

純資産の部   建物 934,924,709 973,214,408 △38,289,699

 基本金 その他の固定資産 1,004,904,271 935,486,337 69,417,934 1,361,508,860 1,361,508,860

   第一号基本金   土地 215,004,500 215,004,500 1,361,508,860 1,361,508,860

 国庫補助金等特別積立金   建物 37,846,623 40,449,871 △2,603,248 367,096,398 388,966,426 △21,870,028

 その他の積立金   構築物 9,498,260 9,498,260 693,500,000 628,500,000 65,000,000

   設備更新積立金   機械及び装置 2 2 149,000,000 149,000,000

   その他の積立金   車輌運搬具 3,105,440 3,849,386 △743,946 544,500,000 628,500,000 △84,000,000

 次期繰越活動増減差額   器具及び備品 21,617,132 23,720,166 △2,103,034 1,327,390,025 1,331,043,858 △3,653,833

   (うち当期活動増減差額)   権利 301,376 301,376 61,346,167 78,039,032 △16,692,865

   退職給付引当資産 21,592,636 23,273,036 △1,680,400

   その他の積立資産 693,500,000 628,500,000 65,000,000

   長期前払費用 2,428,302 378,000 2,050,302

    純資産の部合計   その他の固定資産 10,000 10,000 3,749,495,283 3,710,019,144 39,476,139

    負債及び純資産の部合計      資産の部合計 3,815,090,077 3,773,179,182 41,910,895 3,815,090,077 3,773,179,182 41,910,895


