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決算書類

社会福祉法人　悠紀会



資　金　収　支　計　算　書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日 第1号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 劔劔劔予　算 劍ﾈ���蠅�劍ﾛx��穀�

就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ�・牒拐 凵¢竃_ 劔� �� �� �� � �� �ｨｽ霈8鍠�3h�����Y?�蔗���Yuﾈ�h�H��Ih�2�0021パン事業（生介）収入 劔劔�1，590，000 剴��33CX�3�#��剴#CH�3ャ��

0025軽作業（生介）収入 劔劔�1，900，000 剴��3�#X�3イR�劍�ﾃ#X�3イR�

0031パン事業（B型）収入 劔劔�10，400，000 剴���3ャ8�3##R�劍�ﾃC�8�3##R�

0032印刷事業（B型）収入 劔劔�2，650，000 剴(�3SSX�3�32�剴滴�3�cr�

0034環境事業（B型）収入 劔劔�1，700，000 剴��3c3X�3c�2�剴cH�33�r�

ヮ 剪� �� ��檮ﾂ� ��蒜 � � 

支 出 �*ｸ�ﾒ������ �� �� ���� �� 凵| 0021パン事業（生介）支出 劔劔�450，000 剴S#��3田"�劍�ﾃs��3田"�

0025軽作業（生介）支出 劔劔�3，040，000 剴(�3sCh�3田B�剴#�8�3�3b�

0031パン事業（B型）支出 劔劔�9，162，000 剴��3c�h�33���劍�ﾃCCH�33���

0032印刷事業（B型）支出 劔劔�2，580，000 剴(�3Ssx�33#��剴(�3cs"�

0034環境事業（B型）支出 劔劔�3，008，000 剴(�3ャ��3�#r�剴����3都2�

7、ア二・混濁 �� � ��僵�� 囘ﾒ� � ��劍*｢�

㈲騨′瞞璧漂瑠淳 � ���� ��■舗蝉．浩三常璃 偖ﾂ� ����讃 ��� ぶ＿真　二、与 ��■L山 � 劔耕 豫)W8�9nﾈ�ﾈ鵤�澤駕．賢竣－．欝＿．、＿礁霊．＝くさF三遷一≒箋； 

福 祉 事 業 活 動 に よ る ■収 支 假ｲ�?ﾂ� �� � � �� �� � �� ������98�H���

裸．開i 劍�X�X�X耳�S��H,B� 佻x+�ﾅ8ｭ靺8�H�8��+����h�R�������8蕀?��h訷�H蓼,X���X��H��蓼�YL�Hﾘ�Xﾊﾂ�

8246介護給付費収入 劔劔�49，000，000 剴C��3�c��3�#��劍�ﾃ�c��3�#��
、至‾戎 �� ��∴．、－．▲ ��言掬 ��煎軒 ��‡‡‡事 ����

8251訓練等給付費収入 劔劔�38，450， �000 �3��3c���33ヲ�劍�ﾃ�S��33ヲ�
・‾ノ．－ � 

－し■、γ，一二 �� �� ��H�������r��� �� 凵E．・I二■．． 

8241利用者負担金収入 劔劔�2，130 �000 �(�3�3X�33#��劍�ﾃX�33#��

薄譲 倅��＝潜幸経費 剪� �� �ｨvH����� �� �� ����?�ｧ(�X�X�h��v佩蔭��ﾂ�

8311経常経費補助金収入 劔劔�2，453，000 剴(�3CS8�3C���劍�ﾃC���

＋† ��� ��．∴ノー＿ 凵�戟E．・r　　　　≡■‾＿、．1 � �� �,8�X���������H�ﾈ��葺�H�H���9?���(���X���9K�+��h馼6｢�

8321寄附金収入 劔劔�882 �000 ���3�祷�3c�2�劍�ﾃ#�x�3c�2�

頑紳 倬ｨ�b�灘東 ���� �� �� ��如転 �� 價ﾎxH�h����(+8���h����f韶xｪ9��蹂�ﾂ�

8332職員給食費収入 劔劔�66 �000 田cX�33S��劍�ﾃX�33S��

躯 �� �� �� ��廟転 �� �� �����h�X�c��

8421受取利息配当金収入 劔劔�3 �000 鼎��3�c"�劍�ﾃ���3�c"�

一減東 剏o理 ��Y���室・喜≡雰 �� �� ��㍊脱魂 � �� ��願紳願 ������h���

8521経理区分間繰入金収入 劔劔�16，400，000 剴�h�3C���3����剪�

醗 �� ��効′ ��雛 ��

支 出 ��e�� ����1ン＿一二・ �� ��‘、′、↑1■、‾　　㌧・、ノ；ン．．、ノ． ���� �� �� 佗��

7132職員俸給 劔劔�28，747，000 剴#��3sCh�3����剴��3����

7133職員諸手当 劔劔�13，336，000 剴�8�33�h�3##��剴���3s���

7134非常勤職員給与 劔劔�5，006，000 剴H�3��h�3cC��剴祷�33c��

7136退職共済掛金 劔劔�821，000 剴����3涛b�剴��3��B�

7137法定福利費 劔劔�6，472，000 剴h�3Cc8�3都R�剴��3�#R�

朝婁 倆B� 剪� �� ��吉演 �� ��‡漣 �� ��

7211福利厚生費 劔劔�106，000 剴��H�3CSB�剴��3SCb�

7212旅費交通費 劔劔�146，000 剴�C��33���剴X�3s���

7213研修費 劔劔�25，000 剴�X�3����剴���3����

7214消耗品費 劔劔�303，000 剴#塗�3イB�剴h�3�Sb�

7215器具什器費 劔劔�170，000 剴#C��3CS��劍�ﾃs��3CS��

7216印刷製本費 劔劔�60，000 剴cx�3鉄��劍�ﾃx�3鉄��

7217水道光熱費 劔劔�635，000 剴c���3�s��剴#X�3�#��

7218燃料費 劔劔�65，000 剴c��3C�b�剴H�3Sィ�

7219修繕費 劔劔�2，330，000 剴(�33���3#C2�剴#��3sSr�

7221通信運搬費 劔劔�240，000 剴#���3��r�剴#��3��2�

7222会議費 劔劔�50，000 剴3X�3CC��剴�H�3Sc��

7223広報費 劔劔�223，000 剴#3X�3CsR�劍�ﾃ�(�3CsR�

7224業務委託費 劔劔�8，994，000 剴��3都��3S�2�剴�H�3Cビ�

7225手数料 劔劔�165，000 剴�C��3�3��剴#8�3�c��

7226損害保険料 劔劔�635，000 剴c3H�3Cc��剴SC��

7227賃借料 劔劔�970，000 剴田(�3#�2�剴x�3s途�

7228租税公課 劔劔�35，000 剴�X�3Sc2�剴���3C3r�

7229雑費 劔劔�245，000 剴#3��3S���剴�8�3S���

＿・白極； 侈ﾈ馼ｼb���� �� ��r－■＿一二°髄纏諦軒 剪���Sh���x��ﾜ�#(+��xｮi4��X���ﾈ�r���思�u｣h�X�H蓼�R�

7312保健衛生費 劔劔�373，000 剴3ch�3sSb�剴h�3#CB�

7313被服費 劔劔�30，000 剴#X�3#���剴H�3����

7314教養娯楽費 劔劔�1，218，000 剴��3#���3�#r�剴�h�3�s2�

7315　日用品費 劔劔�30，000 剴���3��b�剴���3�ィ�

7318水道光熱費 劔劔�2，405，000 剴(�33s��3�3b�剴#h�3田B�

7319燃料費 劔劔�1，430，000 剴��3C38�33���劍�ﾃ8�33���

7321消耗品費 劔劔�50，000 剴C��3sc��剴��3#3��



資　金　収　支　計　算　書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日 第1号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 劔劔劔劔劔劔剽¥　算 劔佇���蠅�劔劍ﾛx��穀�

7322器具什器費 劔劔劔劔劔劔505，000 劔鉄�(�3#���劔剴(�3����

7328雑費 劔劔劔劔劔劔264，000 劔�#S8�3塔��劔剴���3�#��

■■．ヽ， ���� 凵｡＿二・＿、iこて■・・．‾ � �� 凵D章・■I†十㌧ � ���� 

7431経理区分間繰入金支出 劔劔劔劔劔劔16，400，000 劔��h�3C���劔000 剪�

≡蕃 ・；∫要 ��偖ﾂ���b������ � 劔 � �)R����� 凵e甜 �.��金 ��仍Hｿ2� ��辣 �?�ｶ�� �� 

L蕎 十† �� 凵� ��導′漁 、．≠毒′▲襲 ��� �� ���� 

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ� 劔劔劔劔劔劔 劔��劔剪�

黛 や．・L・ ���� 凾ﾄ軒 ��壊 儉ｹ�R� 凭ﾂ�� 剌¥＋ 鶉 �������� �� 劍�h����r■‾薫洪 �� �｢� ������h���X��� �� 

支 出 �� 劔 �� �� ��劔��劔� ������ ����剪� 7513器具及び備品取得支出 劔劔劔劔劔劔232，000 劔�3C��3����劔劍�ﾃ����3����

′汽÷ 沌巨 �5h6�� �� � ��ゝ■ � 劔� 劍984X�R� �� �� 剞ｗﾄ ��厳 俐�� � 儺R� ��11、．弟． �� �� 

十二 ㌢・：■景 ��ｸ敢ｪ9諟-X��ﾊｷ(����� �� �� �� 凵撃ｱ‾海r‾商満‾ご…■表、・‾－‾■蕉妄≒ 劔鰯一室‾鎌形訣描濡 劔���普鋸当■ �-ﾘ�8�9/ｩ�i���刳w．■開鴇岩室摘11°、三重 � ��｢�、鴎、・＿こ ��一篭滋彦 � ��禁 � ��据 

新緑：tご1㌢・i 刳�a鵜．亮 劍���� � 仍h�Y$��x��蓼v����X�Y�2�傲���茜�6ﾘ��E����Hﾜ����Hｪ��碓｢�劍��eﾘ����.x����8�ﾈ��<X���.��I>ｮ�b�吼� 傀�nﾎ�h��<R� 剪�����上も ����劔 

財 務 活 動 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ� 劔劔劔劔劔劔 劔��劔剪�

∫亨 ���� ��■P 僵��撞 �� �� 剪� 剪� 劔 剽n射 ���� 剪�� �� 

支 出 �� 劍ｮﾈ�Y;9�B�� 俤�� ����r■ノヽ■ノtrl 剪�� �� � ���� � ��價 ��や 俟x��� ��7814特定積立預金積立支出 劔劔劔劔劔劔400，000 劔鼎���3����劔剪�

7811人件費積立金積立支出 劔劔劔劔劔劔3，900，000 劔�8�3����3����劔剪�

7812修繕積立金積立支出 劔劔劔劔劔劔8，000，000 劔嶋�3����3����劔剪�

7813備品等購入積立金積立支出 劔劔劔劔劔劔4，900，000 劔滴�3����3����劔剪�
頸■迷議 ′．鞄 �� �� � � 劔剪� �<B���鵜 �� ���ｶ��諟�B����H鬨���H��5��指r■等二‾音■■蔑 �6ﾂ�払墓‾ ���� � �� 

幣 � 劔澄、■： ��剪�劔剔ﾚ・嚢 ■．＿消；． ��詑 � ��剌¥＋ 巧，．。：≡ 佰h���YM��b� ����I4N������ｮﾈ������H*ﾘ���� 剪� 冉��

■詐詳褒 �%r� 僥｢�劔���� �� 劔劔��削 劔 劍6ﾘ�h�(�X�册ﾕH�����B�ｾﾈ�b�u��X�X*(�G(���B�冉H�H�����凵P頭を攫 ぎ・、．．・聯 �� ������隷 

夢 凵Aざグー■ 劍�����ﾈﾂ��� 剪���剪�� � 剪���機法要■r≡■ 剌� ��� ��き �� ��



港人名　」と会福祉法人　悠紀会

事業活動収支計算書
（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日 第3号様式

（単位：円）
勘　定　科　目 劔劔劔劔本年度決算 劔���7以亥｢�劔�ﾘ��ﾋ��

就 労 支 援 事 業 假ｲ�?ﾂ�‾1就労支 �r� � �� � �� �� �� 剴^む重科‥て 冰ﾈｼ��調味凝串 剪� � 侈ﾂ�0021パン事業（生プ 劔凵j収入 劔劔1，345，120 剴(�33Cx�3S�b�劍�ﾃ��3��(�33澱�

0025軽作業（生介）収入 劔劔劔�1，925，845 剴��3C�8�3S途�剴C3(�3#C��

0031パン事業（B型）収入 劔劔劔�10，883，225 剴��33���3�cB�剴��3C�8�3�c��

0032印刷事業（B型）収入 劔劔劔�2，555，933 剴8�33Sx�3�S��劍�ﾃ����3##R�

0034環境事業（B型）収入 劔劔劔�1，635，683 劍�c��3c#��3Sc"�剴�H�3�#��
‘■7二丈‾｝ � � �� ��佗����右ｨ�h+�.��ﾈ��6ﾘ�ﾈ𠘑��� 凾竅@あ �� 儁ｨ�������十 剪�

；≡愁、ン＿ � � 剴ｼ絹．．、． ��� 剪� ����剪�

活 動 収 支 の 部 倡����ふ �� � � � � ��� 刪鼇dメ工 ������ 剪�∴〔■・‥ �� �� 凾謔ｱ．＝・て・・、綴；二三■＿≠ 倩ｨ�H+x�h�X��?��R���������

0021パン事業（生介）支出 劔劔劔�521，962 剴C�(�3C���剴#��3C���

0025軽作業（生介）支出 劔劔劔�2，775，252 剴8�33sH�3涛��劍�ﾃS祷�3s3��

0031パン事業（B型）支出 劔劔劔�10，276，142 剴��3C3H�3Ss2�剴イ��3Sc��

0032印刷事業（B型）支出 劔劔劔儉2，705，293 剴8�3�sH�3田B�劍�ﾃ3c��3cs��

0034環境事業（B型）支出 劔劔劔�2，903，576 剴(�3鉄��3s唐�劍�ﾃC��3##"�
ヽ � 劔 剪�� � ��蜜 ���� � ��■アシ； 織機涙－ぺ＝ �� 剌ｵ醗醗駆爾・ 劔1：′）・ 俾�� �� �� 刧S ��劔寝：■表裏．書毒・喜1‥拶 

斬 ����uﾒ��h������ ��刳ﾀ �6ﾘ���nﾉ�R�‾こ・㌘′“　、 �R�汐 仂2� 剽附�ｺ投≦ ���� 

福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部 假ｲ�?ﾂ� �� 劔� 劔� 剪� ���� � ��

、■へ∴－■ ���� ��こ∴Y �� �� �� � �/��

・ヽ■＿爪‾・′ ��劔i三‾‡r．・〉二．隻，丁ト：かこ；＿ �� ��

5244プ 剏�虚t費収入 劔劔劔49，169，920 剴Cb� ��33CR��(�3塔"��575 

奉等 剴ｳ �� � �� �� � � ��顔 几騏����ｲ�剩ﾋ 儉��

5253訝 剽茁刹虚t費収入 劔劔劔38，600，389 剴Cb�00 涛ッ���ﾃx�3C���3S途�

丸 ��∴．1「、‘∨ �� �� ���ｧ(���H���� � �� ��炉 �� 辨/ﾂ�

5241利用者負担金収入 劔劔劔�2 �135，320 �(�3#3x�3CC��劍�ﾃ��(�3�#��
■‾「＿濯袈■■、1． 剪�������H���(��� 剪��� �� � ����r� 

、・‡垂．‾，．嚢‾こ＞こモ、． ��主；こ． ��� 

5311経常経費補助金収入 劔劔劔�2 �453，400 塗�3ビ�涛�����ﾃH�3C#h�3S���

軒 －：ンHr： 劔 � 剋Or＼一二L � 鰭�X�H�X���ﾈ���� 决ミ＿，譲≡≡‡＿ �$ｨ�ﾈ���R�迄�ﾈ6�6ｨ��ｹﾂ��� 

5321寄附金収入 劔劔劔�1，099，693 剴cc��3�3B�剴C3���659 

擁 ������ �� �� 剪���三窯云 �� � ����

5411雑収入 劔劔劔� 剴��3SSh�3C3��劍�ﾃ��3SSh�3C3��

5412職員給食費収入 劔劔劔�665，350 剴cS(�3C���剴�(�3鉄��

粟 ��ﾂ�� �����98�X�b� �� ������8��������� 劔K�� ��僮b� 

5522退職給与引当金戻入 劔劔劔� 剴��3�sH�3田��劍�ﾃ��3�sB��960 

■LJt■ご ��X�X�Xvｨ�X�������������(�ﾈ�X�"�����C����X�X���� � ��褒 ���� � 

5531国庫補助金等特別積立金取崩額（福祉） 劔劔劔�3，669，055 剴8�3�����3##����ﾃ#CH�3�cb�
＝継 枅"�� ����� � ��瀬 ���� � ��

支 出 �� 劍�ﾈ6ﾘ�X�X�(�����������������X�h���R�劍�X��+8��(�X��� �� � ���G菱�X�8���R��� �� � �� ��

1‾てゾユ．、 ��X���H�H��92�� 剋O‾．さ■＝ii′…、‾ ������：．わ � 

4212職員俸給 劔劔劔�28，746，000 剴#h�3C���3����剴(�33Ch�3����

4213職員諸手当 劔劔劔�13，316，220 剴�8�33�H�3鼎��剴��3#���

4214非常勤職員給与 劔劔劔�4，906，640 剴H�3ピ��3C3��剴#��3#���

4215退職金 劔劔劔� 剴(�3c3��33���劍�ﾃ(�3c3��33���

4216退職共済掛金 劔劔劔�819，996 剴�#x�3�c��劍�ﾃ��x�3�cB�

4217法定福 劔費 劔劔�6，463，975 剴h�3�sX�33ビ�剴3ヨ�3Sモ�

囁 ���������� � ��仭�,(ｼ>xH����� �ｩG���.�8�ﾈ�i?�,h�r�� 佛ﾈ*ｹ:����陶予 

4311福利厚生費 劔劔劔�104，454 剴ベ�3c�"�剴�h�3ss"�

4312旅費交通費 劔劔劔�140，300 剴���3�S��剴�#(�3�S��

4313研修費 劔劔劔�15，000 剴S��3s���劍�ﾃC8�3s���

4314消耗品費 劔劔劔�296，844 剴3s��3cモ�劍�ﾃ�(�3イB�

4315器具什器費 劔劔劔�240，459 剴#Ch�3塔��劍�ﾃh�3S#��

4316印刷製本費 劔劔劔�67，950 剴�C8�3C迭�劍�ﾃsX�3SCR�

4317水道光熱費 劔劔劔�609，079 剴Sス�3c�2�剴#8�33ッ�

4318燃料費 劔劔劔�60，416 剴c��3イ"�劍�ﾃ��3C#b�

4319修繕費 劔劔劔�2，309，243 剴��3C�X�3�#R�剴ンH�3����

4321通信運搬費 劔劔劔�219，817 剴#���3�C��剴���3csb�

4322会議費 劔劔劔�35，440 剴SX�3SC"�劍�ﾃ#��3��"�

4323広報費 劔劔劔�235，475 剴#ヨ�3##R�劍�ﾃS(�3sS��

4324業務委託費 劔劔劔�8，979，513 剴��33�(�3sCR�劍�ﾃ3#8�3#3"�

4325手数料 劔劔劔�141，831 剴�C��3c�2�剴��3�C��

4326損害保険料 劔劔劔�634，460 剴sC��3#���劍�ﾃ��8�3�#��

4327賃借料 劔劔劔�962，203 剴田H�3sS2�劍�ﾃ(�3SS��

4328租税公課 劔劔劔�15，563 剴#X�3SsB�劍�ﾃ���3����

4329雑費 劔劔劔�231，500 剴#s��3#S��劍�ﾃ3��3sS��

00481事業費華 劔「出立 剪�� 劔‘‾■6；＿222．JO8叡・ 劍�Dｨ��X�F�����c����ｩ8�ﾈｲ���∴二番‡町629二■ 

4412保健衛生費 劔劔劔�366，756 剴3�8�3鼎b�劍�ﾃ#x�3����

4413被服費 劔劔劔�25，200 剴c��3sC��劍�ﾃ3h�3SC��

4414教養娯楽費 劔劔劔�1，201，927 剴��3����3�s"�剴���3ゴR�

4415　日用品費 劔劔劔�19，916 剴#(�3�S��劍�ﾃ(�3�3B�



事業活動収支計算書
（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日 第3号様式

（単位：円）

勘　定　科　目 劔劔劔劔劔劔劔本年度決算 劔剔O年度決算 劔剔掾@減 

、毒 ∵ 剴CC�i�Y;佰YDﾙN��劔劔劔劔劔剴(�33s��3�3b�劔�(�3#3��3#s��劔��3��3scb�

4417燃料費 劔劔劔劔劔劔1，433，300 劔�1，467，184 劔凵|33，884 

4421消耗品費 劔劔劔劔劔劔40，769 劔�42，754 劔凵|1，985 

4422器具什器費 劔劔劔劔劔劔502，200 劔�58，439 劔�443，761 

4428雑費 劔劔劔劔劔劔253，980 劔�217，000 劔�36，980 

00 迭�．0減 傚霍�N��2�� �� �� �� �� � �� �� ���� ���w�l�i���98 �� ��乳07 唐�斜 ��誉紐3 凵C836 

4511減価償却費 劔劔劔劔劔劔7，964，983 劔�8，078，819 劔凵|113，836 

諦 倅��葎媛hi斗踵 �� ��十＋ 俾^ｦ倅xｮﾘｴｸｽ靹8ﾋ9Oｨ��自���/�uhﾇﾉ�9Oｩdi�闔)f��劔��ﾂ�劔群舞薮 � 偖ﾈ����vB�仞ﾂ� 凩�5�ﾕx�R�rp　も沖　“ゝ～ � 剩r 冦)+��yN�>��俑���>B���′　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r 劍�ux*ﾒ�報 �ﾂ� ���4�fYL冖���nﾈ�i|韵痔y�r�劔�ﾘ揄/r�佗僭僭�%ﾈｿ閲Hﾌ雍I���劔���h.)nﾎ�b�� �?R� 凵� �1、派　～ 剪�剋普@　亀 

十十 ���ﾂ� 劔� ��劫鋸紐銚済 剿ｨ�����X��T｢��I�蔭價��ｮ���劍樂Vﾙ&驀騙(ｭｩ/ｩ�zﾉ���ｨ��劔劍k �� 仍ｸ����������������(h��壺�劍."�劔儉�ｴ�鶻�謡瀞総統爺議競様浣′H旨 
；敷〉ゥ 凛hﾗr�｝類 ��霎ﾂ��� ��聯深研 劔4�ﾈ(�ﾈ���劔冢ﾉ�ﾈ��鋕ｼ况ﾞ�h�H�(ｯｨｭHｭinﾂ��*ﾒ�劔劔沼 儘b�劍剿hu���u�Nｩﾆ�98��遞ｴ��劔偖ﾂ�簡拶慨練塀斡 

事 業 活 動 外 収 支 の 部 假ｲ�?ﾂ��ﾉ'��岐�剏､埼 �1受取利一 剳q西 ��朕 � �� �� �� � �� � �� �� ��、誰蓬， 剿繒ﾇ � 舒ﾈｿ8嵂�冢ﾈ衒挟�� 迭�，57 ���5621受取利息配当金収入 劔劔劔劔劔劔41，162 劔�35，592 劔�5，570 

01 ��b�3会計単位愕 剪� � �� �� �� ���� �� �� �� �� � � ���� �� ����
I 剪���r　　　　　I � 

5711公益事業会計繰入金収入 劔劔劔劔劔劔 劔�7，85 劔236 凵|7，851，236 

陽1′1 剏ｬ経理 仞iZｨｭB�估ｨ���金 剋� �� �� �� � �� ��J �� ��三、韮 �400 决OOO・・ � ��f田�����00 凛2�、l ��H���r�00 ���

5721経理区分間繰入金収入 劔劔劔劔劔劔16，400，000 劔�15，600，000 劔�80 �000 

燕 仄2�搬 ��殊 �*��2� 偖ﾂ������� 剿ｲ葦簑 ����彿 ��湖 俔2�毅 ��滋 ��徽 傀ﾘﾎ�G��僮b� �����k��4ﾘ��i:8��,ｲ���､ﾘ･ﾘ�g��)В�刪黶@重 � 劍.��｢�湖 ��＋　★ �ｩ4�6ﾒ�瓶 �� 

支 出 剿� ���� 佝�ﾘｾb�偃2�繰 乂��倡��掛誉 �� � ��� �� ���� ��漣等 ��9d�����C�ｺ�� ��丑取8 �0 儖I)2� ��＋80 ��ｳ��0 

4631経理区分間繰入金支出 劔劔劔劔劔劔16，400，000 劔�15，600，000 劔�80 凵C000 

－ノ �6ﾘ����蓼���ﾎｸ6ｨ�ｲ���ヒゥy �.(�h鷙坙Dﾈｶ�ﾅYV｢��� ����硝 ��締 �="�★＼ �/x肘�韆ｲ�侘��ﾈ��ﾇ��押頂 偖ﾂ�簸竃 �俥����� ��ﾄ�����f)����黙J�X���劔‘昔 �ｨ�X��ｪｩ9��凵A彗詔 ��一′　■聡∫逢すゑ 劍k鱒 �+2�

譜 剌�剽ｺ 劍蓼蔗��*i�x-b�剪� �� ��㌫遵脇 坪野 ��I]�7ﾉ;ﾒ���剪� 剪� 劔 ��X����數.�����耳����劔 �-Y�����<X/��浄｝ 　置 翳毒 劔 ��ｸ����� 凵�噤� j 剋痰ｭ ��，葦 儷ﾘｬ��ﾉ��ｹnﾉ�ﾉ��4Xｯhｴ�X"�劔騒禦彿閑犠 劔�� 劔�� 剪�

戒■購 倆ijｩJ����霧欝 ��������h�ﾜｳ������ ��鰐繕 剪Z既 剪� 侏磯�ﾙ��hｴｲ�� 剞｠l紆好評 刮ﾝ　と繁 剋~　　：黒 ��繁が 僥�-nv��〉淡　　〝　く 偖ﾈ���������������J　　qPV　　折さ　　↓訂　。せ1くV 剄j離 

碗深蝶 偃x�b��'ﾉdﾒ�佶ｸ.ﾒ�偖ﾈ��偖ﾈ����� ��剄^将深澤弊閣釈 剪�転 ����ｸ�����h蜑mﾘ*ｨ��zYﾕ)��<�爾�� � � � 剪���ﾈ�f���*ﾈ����52���◆X　爪り　▲ 

特 別 収 支 の 部 假ｲ�?ﾂ�v"�f���01 冽��6こ滴 倬�蝎HB��>Xx�� ��i�8��剌ｾ �� �� � �� � �� �� ��汚点・，・も 刧f鴇詩 　ヽ／， �� 舒ﾙ>Xﾋ�ﾒ�剪� 俤��｢�紺 ���5933機械及び装置売却益（売却収入） 劔劔劔劔劔劔 劔�150，000 劔凵|150，000 

描 ��‘琴　禦 雙xｫHｶ���ｲ�雲汚 毒 �;ﾂ�喜 �;��Tﾒ�∴松 †十 鞍肇 舒2�藩 偖ﾂ����藩 �������������������������������������������������������������雛繊 剿^ 冽����凝礪 � 况ﾘ顗ｯh鏆�剪�霧 ����冦r�竸b�簡 處��hﾎﾈ�ｨ�8.b�畠　虚 ��沈 

支 出 十 重 剴�� 滴ﾌY.��寮産ヌ 刹p ��● 傀�� 凉X岐�却 處2� ������ �� ���� ��亂��ﾂ� ��七日鴇 �2 ��ｹ¥b� ��二302 俎���2＼ 4931器具及び備品売却損・処分損（売却原価） 劔劔劔劔劔劔1 劔�5 劔凵|4 

4932車両運搬具売却損・処分損（売却原価） 劔劔劔劔劔劔 劔�114，745 劔凵|114，745 

4933機械及び装置売却 劔劔��X�Zｩ���劔劔劔� 劔�187，743 劔凵|187，743 
茂吉 常 �8xﾟ)/r�減済 佗h�R�護機 僣2�ﾝ��挙 ��癌 儻"��� 卮(縞顗���剞｡ �� 丶8饕��/｢� 亊握����9.佗��R�剏q �,r� 咎ｽ舗 劍ﾜ傴騷2�侈ｨ��

盗攣 剴ﾖ 仗���,��� 偖ﾂ� �.��ﾅ2� ��h4ｸ�h����Jﾘｽh傾v8..8駅��� ��官　物 � �%ｲ���嘉 亰R�十十 �� �ｨ��Lr��� 偖ﾂ� ��X���2���議請 � 劍珖�滞ぎぅ �� 劔 冢ｲ�� 呎U閤 � 劔簸 ��ヽ ����凾ｩ竹野奴 � 綿�ﾎ����� 刪ｯ　や　州｝第人ケ 

㌍藻類議． 据澤貴 �� 佝B����� ��、－　ノ � � � ��ﾈ��耳ｶ��� �� � �� 剽� �� �� ��畠����昇���b���・（〉　詫椚X　　）M資覚 劍ｿ9u�R�剪o弼蘭雑駁挽蒜左紛採 剪�慰 

漬 �������乂ｲ�傴X*ﾘ��ﾅ"�迄���� 剪�傀��(-b���劔 �+r� ��≠　八　㌢宍　▲ 劔 ����y&���*ﾒ�凵r　㌫ 劍ｵ�ﾞI+�>R�

繰 越 活 動 収 支 �� �� �� � � 劔� �� � �� � ��� 劔 � 剪�� 剪�

繕 剪��� �� �� �� � �� ���� �� �� ��Z｢�

十 �+87���2�嘉 �� 冕�/ﾂ� ��ⅥYy絹Y ��詣謙揺斬誠 劔 �� �%ｹ~ﾒ��H���ｸ�ｸ���� 剌` 1 偖ﾈ�� �� ��祇 ��亶ﾉeﾘｸ��8��GH惲���芸・・・怨 � �� ��‾離 哇"���該 ⊥Ⅳ迄 

釣 媒 ��b�UB�4x�ｸ+��督 ��駅′・ぶ　▲ 剌¥ 心裏 �� � � � ��野　‡　　姜 剳｠＿ 〉斬澤 音数 �� 况闇��諺叢裟笹 �� �� �� � �� ���42���� �� 弌ｹ����%ﾂ����薫 諺 劔甚 �� 剞� ＜器 �� ��群楷肇 剔� ��ぢ 册ﾙvﾒ������fﾒ�剔ﾖ 劍98幃x"��ｲ�G��ﾂ� �� ���� ��尋 剪� ��管開 劍a人 安 室貰 

筆 洗 ���ｺ2�ﾔﾒ� ��誓崇鞘 �� �� �� �2�響 ��(ﾛﾒ� ��＼　、－ 剄j ���.ﾞ���十 月 偖ﾈ���丼 ��十十† 　十 �� �� � � ��佇"� �� ���b�辞藷 ��(+2�

豪 卮�6ｲ�O｢���詳 喜7 十 ��十 一蓋 ���耳�X耳ﾈ(ﾜ��蛋婆几 麦十王≠ィ 豫)7r�*ｨﾗR�一筋 �� �����ｸ蔗�≡　　尋 囘b��b�=ﾂ�ﾜ��音 ��十 十 ㌍ 諾 豫r�斬窪汽 亊��精 薄 �685��v亢H鋹ub����荘 ���召����ｸ4ﾂ�鉸��9ｴ�����zﾒ�‡ 假2��疫Y��き ��こ詔 ��伜ﾙ>����て′御鉢 刹� �� 冽2�鵜鵜 僣��ノ謹 リ堅 

差 凭��劍�xﾊｸ�2�替 ��������ﾇ(6ﾘ���仆ﾙｵ｢��Ijr�ｴﾒ�6����K��ｴ��刪ﾆ 劔編�ﾋ�� ��傲�nﾂ���葦 �ｨ�X�X�X耳蛮ｮﾉ�ｩВ�剌¥　十　十 � �(ﾎ)yi�)�ﾉ6��hｿ���ｵ�楪�俾��yFR�� 俚ｸ������J��機資 ナイ ����

額 �� ����ｾB���ﾙ.�78�ﾈ�2�劍鞣���刎ﾘ+99��劔 剏Q 僥ﾈﾄ�ｲ�Ih+8ｻﾂ� �-2�傀��b���蓬 佝Hｬ��ｨ��刹]識 �� ��儿�zｹ4ﾘｾ��R�凵盾ｾ、r－、‘＝一重車重 凵f曹 檮ﾂ�

の 傀�� 亅B�*b�諾 ��Y���蛍帝鄭 儘H���剪�ユ普ノ断 野が‘ 偖ﾈ����vｸ���ｲ�劔菱発揮音字 剞^ 譜�8ﾆ�� �)飲��6ﾒ�亊��く《　　　　γ ������幕瀦陣宿＃ 劔�� 儷�4ﾒ��g(6�6ﾘ�b����I����������ｲ�剌ｬ　　間党r好　くイ 剞ｦ ��ﾂ�

部 ��b�十 ��� ����hﾅXｩ��劔 ��潮詔 劔�b�ﾇ��群発薫註 剌¥十十 講や �4Y���剪� �ﾂ�謝蕎静椙錦 劔�5ﾒ� 竸B��)��・当γニ∴ �b�&��† �*���恵�甜 倚r�
十 十 兀�� �S��岐�冊閤閣済 � 廼�"� ��yi�*ｩTﾞ���剌� � ��x�ﾒ����還　　　　啓 剋ｺも襲 枸"�劔YY�ｲ�ｿ9g�� ��2�汚 伜��潔閥漸御 剪�讃 豫�ﾆﾘｬ���ﾂ�剞｠叢 僮ｸｭ誌"�兔��



法人名　　社会福祉法人

貸　借　対　照　表

平成26年3月31日現在 第5号様式

（単位：円）

資　　産　　の　　部 劔劔負　　債　　の　　部 

科　　　　目 劔9iD�7永b�剔O年度末 劔�ﾘ����ﾋ������������m｢�劔劔劔9iD�7永b�劔劔前年度末 劔劔増　　減 

一華㍉笑勲 凛x��v韜����磯ｨvﾙx����y?�蔗��� �� � �� �� 剪� ���� 剪� ��Jリ � �� �� ��� 剪� � �� �� 

華ir 僖韶g#����b�‘、‾二一三．；・∴僻事二二‾．，q3裏．薙 � ��確拉‾ �� � �� ���� 剪� ��ナ：，■＿ 剪� �� ��凵AI＿■ � �� 劔．：ir・r． � 

現金預金 商品・製品 原材料 未収金 貯蔵品 前払金 剴#x�3�#8�3�C2��25，363，942 剴��3cS��3����冕(��ZX��ｾ��v���.���ｾ��劔劔剴��3�ch�3cSb�劔劔8，596，301 劔劔－529，645 

32，040 112，225 14，652，488 14，354 211，240 剴#(�3s������3�3"��X�3都��3#���3(�3ツR�S#8�3��B��9，340 30，393 －1，325，793 －18，511 －312，574 劔劔劔�589，185 劔劔塔���3�#"�劔劍�ﾃ3�(�3c3r�

r・‡′′「 � �� ������ �� �B�三亨 �� �� �� � ��｢�怯＿． �� �� ��痴 剿� 亊��

退職給与引　当金 劔劔劔7，792，344 劔劔度�33#h�3sCB�劔剴CcX�3c���

寮 ��剪` 偖ﾈ�ｲ� 剪�簑 从r��2� ��控 ：持去 �*��)b�一撃 滴 ��凵� 祭 �� 劔��

：■‾YJ■ ・、′＼1、二 � ��傀8������蝌��,ﾈ��YB�

－．！、■′■ ���� 

料 儂����h�i^�����Y?��b�㌍璃諦紘 �� �."�油紙適齢 �� ���� ���� � �� � � ��7 �� ����｢�凍 ��皐 �� �����?��Y?����ﾂ� �� ��

窪■■　軒 基本財産 特定預金 剴��2���2���s��3�SR�����3����92，021， 1，000 田3R��3������ﾃ(�3鉄��3C���竸h������gｸ������ｾ��劔劔剴#��3C���3都R�劔劔28，401，975 劔劔 

‾．：｝こ、 � � ����� �� �� ����

∴そ∴＝‾㌍二二二や 佛ﾉi�ﾋ����(���i?��h�r��� �� � ��俛�ﾌ竸(�ｾ�9��<�¥ｩ��xｾ��劔劔剴c��3Cc��3����劔劔65，808，966 劔劔－4，339，156 

．：I‥ ���� ��

壷軒 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 特定積立 預金 人件費積立預金 修繕積立預金 備品等購入積立預金 移行時特 別積立預金 工賃平均積立預金 退職共済 預け金 剴8�3ツX�3##R�S祷�3Cs���4，513， 643 鼎�"��3s#����ﾃcC��3#Sr��ﾃCH�3#Sr���剪� 劔 � �� �� 凵G1rィ �� ��∴‘プ 剪� �� �� �� �� 

・＼■－■ �� 剪� � �� ��統御三 剪� ��x���d｢�㌢こ �����Jl＿．眈‡≡i 剋噤ﾟ �� �� �?�7��Xｺﾙ�Xﾛ�ﾖx�B�

工賃平均積立金 移行時特別積立金 特定積立金 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 劔劔劔2，953，663 劔劔�(�3鉄8�3cc2�劔剴C���3����

5，013，107 剴X�3��(�3c#b�凵|899，519 劔劔劔�28，728，084 劔劔�#��3s#��3�ィ�

5，363，746 剴x�3田��3s���凵|2，604，965 劔劔劔�7，360，000 劔劔塗�3田��3����

7，218，757 7，360，000 34，450，000 46，000，000 剴��3�#(�3ccR�凵|1，903，908 劔劔劔�34，450，000 劔劔�3��3SS��3����劔剴8�3����3����

103，584 劍�ﾃ��8�3Sィ�劔劔劔鼎h�3����3����劔劔38，000，000 劔劔8，000，000 

6，960，000 30，550，000 38，000，000 剴C���3����8�3����3������3����3����劔劔劔�3x�3����3����劔劔33，000，000 劔劔4，900，000 

鼓ミ � �ｩ?��2�諒≡＿≡‥ミ � 劍+2�；事昏恥．8 剿� ��r■ヽ■＼■1－ � 刋"���6：三・．≡‡ 

次期繰越活動 収支差額 （うち当期活動 収支差額） 劔劔劔55，649，225 劔劔鉄��3S���3����劔劍�ﾃ8�3鼎��3Ssb�

37，900，000 28，728，084 2，953，663 7，792，344 剴38�3����3����#��3s#��3�ィ�(�3鉄8�3cc2�x�33#h�3sCB��4，900，000 465，600 劔劔劔�13，258，424 劔劔�3(�3ツ��3��2�劔劍�ﾃ���3c���3cヲ�

裁出た鰻．．を苧 劔 ��㍊麹舜＿キ款 剔G ���/��C����狩 十＋十 仄��掛 ��曦�� �� ��剌¥ ��枡X�ｨｧﾂ��:B�舘野霹 � 偖ﾂ��� 

∵ 紆 ����∴ 約－ �� 剔� 劔崇 凛r�襲二 ����霧 仂2� 俘ﾂ� � ����ｸ�h�X�R� �� � �� ��

・、・■－－・－・・－■－－・ �� �� �� �� ��邪 ��h��≡ 僵B� �� ��■‾・翁篭蔓■ナ 偬I�2� 刄| �� �� 剔ﾘ ���� 劍6ﾘ-ﾂ� � �� ��剞� �� 

＿　＿＿′書くl＿－ ��� � 劔 刄~・・斯輝準鞘：ここ〇・韓堵睾撃墨撃 劔�� 劔�� 剪�剪�剪�劔 

脚注
当法人は、就労支援事業会計処理基準に基づいて会計処理及び

計算書類の作成をしています。
たな卸資産の評価方法は最終仕入原価法を採用しています。
消費税の会計処理は税込会計処理方法を採用しています。
減価償却費の計上基準は定額法を採用しています。
減価償却累計額：193，272，118円

うち国庫補助金累計額：109，773，440円



財　産　目　録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人　悠紀会
にっこり作業所

第二にっこり作業所

訳

Ⅰ資産の部

1．流動資産

（1）預金
滋賀銀行　野洲支店

関西アーバン銀行　野洲支店
JAおうみ富士農協　野洲支店

（2）商品・製品
パン用商品・製品

（3）原材料
印刷用材料
パン用材料

（4）未収金
山本管工
北村新聞店
岡田歯科医院
東医院
3／31ハ○ン・クッキー売上

（5）貯蔵品
ハ○ン班貯蔵品

（6）前払金
総合警備保障
あいおいニッセイ同和損保

No．6279

No．010667

No．010656

No．48269727

No．362249

No．017060

32，040

42，987

69，238

31，500

34，800

15，750

21，000

36，020

14，354

14，040

197，200

流動資産合計

野洲市役所職員互助会
にっこり作業所

野洲市市役所　障害者自立支援課
国保連合会
社会福祉法人悠紀会　利用者

42，045，390　円

2．固定資産

（1）建物（基本財産）
①滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7　　　鉄骨造平屋建1棟（にっこり作業所）

鉄骨造2階建1棟（第二にっこり作業所）

②滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7　　　鉄骨造平屋建1棟（地域交流センター）

及び57番の1

（2）基本財産特定預金
滋賀銀行野洲支店 No．48269523

基本財産合計

（3）建物（その他の固定資産）
①滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7

②滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の1

638．12Ⅰ正

342．15Ⅰポ

240．58ポ

90，071，155　円

鉄骨造平屋建1棟（にっこり作業所）
電気設備
給排衛生設備一式
冷暖房設備一式
二階建て倉庫
上下水道受水槽一式

陶芸室・作業室　　24．2Ⅰ正

倉庫・作業場　　　32．4最

簡易倉庫
鉄骨造2階建1棟（第二にっこり作業所）
電気設備
給排衛生設備一式
冷暖房設備一式
エレベーター設備一式

鉄骨造平屋建1棟（地域交流センター）
電気設備
冷暖房設備一式

17，860

132，075

174，000

13，845，173

344，310

32，725，258

41，219，643

15，126，254

1，000，000

42，045，390　円

27，023，043　円

32，040　円

112，225　円

14，652，488　円

14，354　円

211，240　円

277，315，552　円

89，071，155　円

1，000，000　円

3，865，225　円



訳
599，471円

①滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7

②滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の1

③滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7

及び57番の1

（5）機械及び装置
陶芸用土練機
陶芸用電気炉
ベルトコンベアー

ブラサ〇一コンピューターミシンB897ES

JUKIミシンT720型

ヤンマー管理機（耕運機）
ペットボトル粉砕器

カントーミキサーHMS－30

ハ○ィローラーPXA型

マキタエンジン発電機GS－2000A

空き缶圧縮機

（6）車両運搬具
三菱キャンター（滋賀45つ7851）

日産キャラバン（滋賀300め3243）

日産キャラバン（滋賀300め3244）

ダイハツアトレーワゴン（滋賀580ひ5161）

いすゞェルフフラットロー（滋賀45な826）

（7）器具及び備品
調理台
デシャツプテーブル（両面扉作業台）

食器消毒保管庫
イナバ物置
空気清浄機
デジタルカメラSONYDigitalMavica

パイプテント

ワイヤレスアンプ

キヤノンレーサ㌧⊥プリンターLBP1820

リンナイガス給湯器RSF－V1611SA

イナバ物置

給湯器20号　ナショナル　GW－20Y8M

ハ○ソコンNECPCMY18L／R－4

／tCソコンDELL Vostro Desktop220S

ハ○ソコンNECPC－MK32MLZTIEJB

ホシサ号三温度冷凍冷蔵庫RFC－120CZ3

相談室エアコンダイキンS28MTCXS－W

旧事務所エアコンダイキンSZZC80BBV

包丁まな板殺菌庫　MCF－034

ガスレンジ　MGRX－156D

食器洗浄機　MDRTR6

厨房エアコン　ダイキンSZZH140BB

作業室AエアコンダイキンCZZC280CAC

作業室BエアコンダイキンCZZC280CAD

食堂エアコンダイキンCZZC140GAG

食堂エアコンダイキンCZZC140GAC

洗濯器　日立BD－V5500R

スチール製トンボラック

パン販売棚

販売棚用キャスター
コクヨ耐火金庫HS－140

コクヨミーティングテ十ブルWT－MW65WB

ステンレス製作業台

（8）特定積立預金
関西アーバン銀行　野洲支店

（9）人件費積立預金
滋賀銀行　野洲支店

（10）修繕積立預金
滋賀銀行　野洲支店

庭園外構築物一式
外構築設備
カーブミラー

突き出し看板（国道入口）
突き出し看板（事業案内）
突き出し看板（パン営業）

1　クレイチシート万能調理器

1　ケンミックスアイコープロ

26，783　　トクオーブンTDV－4402－BBBA

14，834　　カントミキサーHP卜50

1　きりっこmini SK－202S

29，821　空き缶圧縮機スミレー18

262，702　　ミニモルダーMM－230EB

l　　ハクラスライサー　A－70S

l　ドゥコンディショナートクトロールPDDl－S2K

l　ドゥコンディショナートクトロールPDDl－S2K

22，095

1　スバルサンバー（滋賀41つ8799）

610，645　　日産クリッパー（滋賀480き4711）

610，645　　日産キャラバン（滋賀800す1203）

935，536　トヨタハイエース（滋賀300ら4661）

1

1　エルセラーン浄水器

1　ソニーデジタルハンディカム

1　ハ○ヮーハ○ィプテント

1　ハンドドライヤーFJ－TlOBl－W

l　　冷蔵庫NR－C32Dl－H

l　　初雪氷削機

7，743　　殺菌灯付きロッカー

1　ハ○ソコン富士通FMVESPRLMOD333

1　交流センターエアコンダイキンSZVP80A

3，004　　交流センターエアコンダイキンSZVP56A

87，031　ハ○ソコンMACPROシステム

18，424　　パンラヘうーGP－460R2

1　電話機DTL－12D－lD（WH）

1　電話交換機

27，125　　電気フライヤーDF－020EBD

374，271　放送アンプTA－2120

87，362　　パソコンMACpallarelsvista

279，552　　交流センターエアコンダイキンSZCP140J

79，625　　キヤノンレザープリンターLBP－3980

195，388　　ハ○ソコン東芝dynabookT43

221，113　　キヤノンレーサ〇一プリンターLBP－8620V

300，700　　ハ○ソコンNECPC－MJ32BBZ71WSAMATE・

753，839　　交流センターエアコンダイキンS36MTRS

753，839　　事務所エアコンダイキンSZZC80BA1

443，849　　冷蔵庫ホシサ写HF－120Z3

443，849　　冷蔵庫ホシサ写HR－120Z

194，259　　冷蔵庫ハ○ナソニックNR－ETR436－H

l　　整水器　ハ○ナソニックTK－AB40－S

l　　配膳車　マルセンMHNH－27S

l　　交流センターエアコン　ダイキンCZZC140C．

49，698　　液晶テレビハ○ナソニックTH－L47DT5

1　　パソコン　NEC MateMLMK29MLZD

l

No．3669

No．25094526

No．48269385

5，013，107　円

5，363，746　円

7，218，757　円

1

1

139，650

99，313

116，197

244，309

1

1

95，953

648，480

182，400

345，681

484，554

153，174

1，373，311

1，373，311

1

1

2，314

1

1

2，031

88，960

1

1

1

1

1

79，319

47，592

56，135

48，470

1

159，812

13，534

1

48，400

22，704

91，223

247，363

494，850

385，713

99，662

95，200

124，950

422，713

240，327

126，788

7，360，000

34，450，000

46，000，000

7，360，000　円

34，450，000　円

46，000，000　円



訳
入

滋賀銀行　野洲支店

（12）移行時特別積立預金
JAおうみ富士農協　野洲支店

（13）工賃平均積立預金
滋賀銀行　野洲支店

No．48605838

No．14856101

No．10667

（14）退職共済預け金
滋賀県民間社会福祉施設職員共済会

その他の固定資産合計

資　産　合　計

Ⅱ　負債の部

1．流動負債

（1）未払金
奥野印刷
ねっこ共働作業所
日本エッグサービス

戸倉商事
㈱コナン
よし与工房

稲尾乳業
コメリ

ユタカ

にっこり作業所　パン班

にっこり作業所　印刷班
宝文堂
北村新聞
ウェーブ・コーポレーション

近江美研

（2）預り金
社会福祉法人悠紀会職員
西多社労士事務所

187，244，397　円

319，360，942　円

30，450　野村電気設備

28，465　エコケア湖光

15，225　ダスキン湖光三上

338，738　うかい自動車

24，266　山本管工

59，732　一富士フードサービス

34，641　滋賀銀行

4，474　JAおうみ富士農協

1，380　関西電力

9，000　　草津年金事務所

123，075　労働基準監督署

44，978　草津税務署

9，021　社会福祉法人悠紀会職員
33，600　社会福祉法人悠紀会利用者
19，268

585，101

4，084

流動負債合計

2．固定負債

（1）退職給与引当金
滋賀県民間社会福祉施設職員共済会

固定負債合計

負　債　合　計

8，655，841円

7，792，344　円

16，448，185　円

37，900，000

28，728，084

2，953，663

7，792，344

47，250

21，000

14，175

59，430

52，500

538，072

216

53，606

252，496

380，285

52，231

261，700

2，279，732

3，277，650

7，792，344

37，900，000　円

28，728，084　円

2，953，663　円

7，792，344　円

8，655，841円

8，066，656　円

589，185　円

7，792，344　円

7，792，344　円

差　引　純　資　産 302，912，757　円

財産目録に間違いない。

社会福祉法人悠紀会
理事長　南井　吉隆



監　　査　　報　　告　　書 

平軋J了壷上月鋤日 社会福祉法人 

理事長　　南井吉隆・様 

監事瑠 

監　事 

社会福祉法第40条および社会福祉法人／絶紅僚定款第／／条に基づき、 平成ar年度の監査結果について、下記のとおり報告します。 

なお、指摘事項については、早急に（月日までに）改善してください。 　記 漂協暫完言霊距F 　） 

事　　　　　項 �8������ﾊ��指　摘　事　項 儖Xﾖﾂ�

理　事　の　業　務　執　行　状　況 �9x�霾ﾈ,YD�� ��

法　人　の　財　産　管　理　状　況 �4ｹ�8ｶH*B� ��

法人および施設の業務執行状況 ���ﾘ,Hｮ2� ��

法人および施設の会計状況 �,ｩYxｶH*B� ��

そ　　　　　　の　　　　　　他 �� ��

監　査　項　目　の　内　容 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

〔記載上の注意事項〕

※　意見欄は、「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入し

てください。


