
借 方 貸 方
科          目

(単位：円)

(平成27年3月31日現在)

前年度末増　　減 科          目 前年度末増　　減

貸借対照表

当年度末残 当年度末残

法 人 名 社会福祉法人   髙倉会

3,440,906▲1,401,88212,028,401▲1,401,882 【流動負債】10,626,519 2,039,024【流動資産】
7,872,042▲1,057,325  短期運営資金借入金6,814,717 現金預金

2,175,504▲869,308 未払金 1,306,196  現金
2,175,504▲869,3087,835,080▲1,074,401   未払金6,760,679 1,306,196  普通預金

36,96217,076   施設整備等未払金54,038  当座預金
1,265,402▲532,574 預り金 732,828  定期預金

 前受金預金調整
 仮受金 有価証券

4,156,359▲344,557  その他の流動負債3,811,802 未収金
4,156,359▲344,557 【固定負債】3,811,802  未収金

 設備資金借入金 貯蔵品
 長期運営資金借入金 立替金
 その他の固定負債 前払金

3,440,906▲1,401,882    【負  債  の  部】 2,039,024 短期貸付金
34,792,389【基本金】 34,792,389 仮払金
34,792,389 基本金 34,792,389 その他の流動資産
28,882,00061,261,6451,599,010   １号基本金62,860,655 28,882,000【固定資産】

24,904,720   ２号基本金24,904,720【基本財産】
5,910,389441,920   ３号基本金441,920 5,910,389 建物

24,462,800   ４号基本金24,462,800 土地
【国庫補助金等特別積立金】 基本財産特定預金
 国庫補助金等特別積立金 その他（基本）固定資産

31,330,974▲37,05736,356,9251,599,010 【その他の積立金】37,955,935 31,293,917【その他の固定資産】
17,478,4572,092,365▲100,434  人件費積立金1,991,931 17,478,457 建物
12,852,517▲37,057480,511▲90,626  修繕費積立金389,885 12,815,460 構築物
1,000,000 備品等購入積立金 1,000,000 機械及び装置

3,725,777【前期繰越活動収支差額】 3,725,777 車輌運搬具
3,725,7772,453,0751,827,127  前期繰越活動収支差額4,280,202 3,725,777 器具及び備品
1,636,067【当期繰越活動収支差額】 1,636,067 土地
1,636,067 当期繰越活動収支差額 1,636,067 建築仮勘定

3,725,7771,636,067【次期繰越活動収支差額】 5,361,844 権利
3,725,7771,636,067 次期繰越活動収支差額 5,361,844 投資有価証券

69,849,1401,599,010    【純  資  産  の  部】 71,448,150 長期貸付金
73,290,046197,128    【負債･純資産の部】 73,487,174 公益事業会計元入金（本部

17,478,45717,478,457 人件費積立預金
12,852,517▲37,05712,815,460 修繕積立預金
1,000,0001,000,000 備品等購入積立預金

 移行時特別積立預金
 諸口

73,290,046197,12873,487,174    【資  産  の  部】
73,290,046197,12873,290,046197,128     【  合  計  】73,487,174 73,487,174    【  合  計  】



法人名 社会福祉法人   髙倉会

事業活動収支計算書

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

科          目 決　算　額
（単位円）

【運営費収入】 80,386,990
【私的契約利用料収入】
【経常経費補助金収入】 18,987,588
【寄付金収入】
【雑収入】 146,000
【借入金元金償還補助金収入】
【国庫補助金等特別積立金取崩額】
      【事業活動収入計】 99,520,578
【人件費支出】 75,400,647
【事務費支出】 5,011,763
【事業費支出】 12,182,857
【減価償却費】 814,254
      【事業活動支出計】 93,409,521
     【事業活動収支差額】 6,111,057
【借入金利息補助金収入】
【受取利息配当金収入】 9,759
【経理区分間繰入金収入】
【有価証券売却益】
      【事業活動外収入計】 9,759
【借入金利息支出】
【経理区分間繰入金支出】
【有価証券売却損】
【資産評価損】
【雑損失】
      【事業活動外支出計】
     【事業活動外収支差額】 9,759
     【経常収支差額】 6,120,816
【施設整備等補助金収入】
【施設整備等寄附金収入】
【固定資産売却益】
【国庫補助金等特別積立金取崩額】
      【特 別 収 入 計】
【固定資産除売却損・処分損】 43,458
【国庫補助金等特別積立金積立額】
      【特 別 支 出 計】 43,458
     【特別収支差額】 ▲43,458
     【当期活動収支差額】 6,077,358
【基本金取崩額】
【その他の積立金取崩額】
【基本金繰入額】
【その他の積立金積立額】 6,632,670
【当期末繰越活動収支差額】 ▲555,312
【前期繰越活動収支差額】 5,361,844
【次期繰越活動収支差額】 4,806,532



科          目

資金収支計算書

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

（単位円）

決　算　額

法人名社会福祉法人   髙倉会

【運営費収入】 80,386,990
【私的契約利用料収入】
【経常経費補助金収入】 18,987,588
【寄付金収入】
【雑収入】 146,000
【借入金利息補助金収入】
【受取利息配当金収入】 9,759
【経理区分間繰入金収入】
      【経常収入計】 99,530,337
【人件費支出】 75,400,647
【事務費支出】 5,011,763
【事業費支出】 12,182,857
【借入金利息支出】
【経理区分間繰入金支出】
      【経常支出計】 92,595,267
     【経常活動資金収支差額】 6,935,070
【施設整備等補助金収入】
【施設整備等寄附金収入】
【固定資産売却収入】
      【施設整備等収入計】
【固定資産取得支出】 302,400
      【施設整備等支出計】 302,400
     【施設整備等資金収支差額】 ▲302,400
【借入金収入】
【借入金元金償還補助金収入】
【積立預金取崩収入】
【その他の収入】
      【財 務 収 入 計】
【借入金元金償還金支出】
【積立預金積立支出】 6,632,670
【その他の支出】
【流動資産評価減等による資金
      【財 務 支 出 計】 6,632,670
     【財務活動資金収支差額】 ▲6,632,670
【当期資金収支差額合計】
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

8,587,495
8,587,495


