
社会福祉法人　赤堀・東福祉会
社会福祉法人　赤堀・東福祉会
社会福祉法人　赤堀・東福祉会

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）

第一号第一様式

     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 
(単位：円)

備考差異(A)-(B)予算(A)勘定科目 決算(B)

法人名
施設名

会計単位名

事事事事 収収収収
504,771,000 485,974,222 18,796,778

介護保険事業収入

業業業業 入入入入
0 0 0

老人福祉事業収入

活活活活
0 0 0入

障害福祉サービス等事業収

動動動動
57,000 42,600 14,400

福祉有償輸送事業収入

にににに
0 0 0

借入金利息補助金収入

よよよよ
2,000 0 2,000

経常経費寄附金収入

るるるる
57,000 45,812 11,188

受取利息配当金収入

収収収収
1,133,000 1,859,521 △726,521

その他の収入

支支支支
506,020,000 487,922,155 18,097,845

事業活動収入計(1)

支支支支
439,950,000 392,820,739 47,129,261

人件費支出

出出出出
74,880,000 58,830,479 16,049,521

事業費支出

61,606,000 49,098,966 12,507,034
事務費支出

110,000 7,183 102,817
利用者負担軽減額

0 0 0
支払利息支出

0 0 0
その他の支出

0 0 0資金減少額
流動資産評価損等による

576,546,000 500,757,367 75,788,633
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △70,526,000 △12,835,212 △57,690,788

施施施施 収収収収
0 0 0

施設整備等補助金収入

設設設設 入入入入
0 0 0

施設整備等寄附金収入

整整整整
0 0 0

設備資金借入金収入

備備備備
0 0 0

固定資産売却収入

等等等等
0 0 0

施設整備等収入計(4)

にににに 支支支支
0 0 0支出

設備資金借入金元金償還

よよよよ 出出出出
2,140,000 438,900 1,701,100

固定資産取得支出

るるるる
0 0 0

固定資産除却・廃棄支出

収収収収
0 0 0債務の返済支出

ファイナンス・リース

支支支支
2,140,000 438,900 1,701,100

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,140,000 △438,900 △1,701,100

そそそそ 収収収収
0 0 0償還寄附金収入

長期運営資金借入金元金

のののの 入入入入
0 0 0

長期運営資金借入金収入

他他他他
0 0 0

長期貸付金回収収入

のののの
0 0 0

投資有価証券売却収入

活活活活
4,000 423,438 △419,438

積立資産取崩収入

動動動動
0 0 0

その他の活動による収入

にににに
4,000 423,438 △419,438

その他の活動収入計(7)

よよよよ 支支支支
0 0 0償還支出

長期運営資金借入金元金



（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ）

第一号第一様式

     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 
(単位：円)

備考差異(A)-(B)予算(A)勘定科目 決算(B)

るるるる 出出出出
0 0 0

長期貸付金支出

収収収収
843,000 772,672 70,328

積立資産支出

支支支支
0 0 0

その他の活動による支出

843,000 772,672 70,328
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) △839,000 △349,234 △489,766

予備費支出(10) 260,108,922 0 260,108,922

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △333,613,922 △13,623,346 △319,990,576

前期末支払資金残高(12) 333,613,922 333,613,922 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 319,990,576 △319,990,576



( 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ) 1頁(単位：円)

     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 

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比 備　考

第二号第一様式
法人名
施設名

会計単位名

社会福祉法人　赤堀・東福祉会
社会福祉法人　赤堀・東福祉会
社会福祉法人　赤堀・東福祉会

ササササ 収収収収
485,974,222 497,470,366 △11,496,144 97.69%

介護保険事業収益

｜｜｜｜ 益益益益
老人福祉事業収益

ビビビビ
障害福祉サービス等事業収
益

スススス
42,600 60,120 △17,520 70.86%

福祉有償輸送事業収益

活活活活
経常経費寄附金収益

動動動動
573,486 447,727 125,759 128.09%

その他の収益

増増増増
486,590,308 497,978,213 △11,387,905 97.71%

サービス活動収益計(1)

減減減減 費費費費
392,830,973 380,482,672 12,348,301 103.25%

人件費

のののの 用用用用
58,830,479 61,331,521 △2,501,042 95.92%

事業費

部部部部
49,098,966 47,580,401 1,518,565 103.19%

事務費

7,183 5,498 1,685 130.65%
利用者負担軽減額

32,680,055 33,784,013 △1,103,958 96.73%
減価償却費

△18,417,993 △18,805,587 387,594 97.94%
国庫補助金等特別積立金
取崩額
徴収不能額

徴収不能引当金繰入

422,532 362,430 60,102 116.58%
その他の費用

515,452,195 504,740,948 10,711,247 102.12%
サービス活動費用計(2)

△28,861,887 △6,762,735 △22,099,152 426.78%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ササササ 収収収収
借入金利息補助金収益

｜｜｜｜ 益益益益
45,812 91,993 △46,181 49.80%

受取利息配当金収益

ビビビビ
1,708,567 8,613,184 △6,904,617 19.84%

その他のサービス活動外
収益

スススス

活活活活

動動動動

外外外外
1,754,379 8,705,177 △6,950,798 20.15%

サービス活動外収益計(4)

増増増増 費費費費
支払利息

減減減減 用用用用
その他のサービス活動外
費用

のののの
サービス活動外費用計(5)

部部部部
1,754,379 8,705,177 △6,950,798 20.15%

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

△27,107,508 1,942,442 △29,049,950 △1395.54%
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特特特特 収収収収
施設整備等補助金収益

別別別別 益益益益
施設整備等寄附金収益

増増増増
長期運営資金借入金元金
償還寄附金収益

減減減減
3,192,000 △3,192,000 0.00%

固定資産受贈額

のののの
固定資産売却益

部部部部
その他の特別収益

3,192,000 △3,192,000 0.00%
特別収益計(8)

費費費費
基本金組入額



( 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4年 3月31日 ) 2頁(単位：円)

     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 

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 前年比 備　考

第二号第一様式

用用用用
資産評価損

51,673 △51,673 0.00%
固定資産売却損・処分損

△1 1 0.00%
国庫補助金等特別積立金取
崩額（除却等
国庫補助金等特別積立金
積立額
災害損失

その他の特別損失

51,672 △51,672 0.00%
特別費用計(9)

3,140,328 △3,140,328 0.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)

△27,107,508 5,082,770 △32,190,278 △533.32%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰繰繰繰
419,762,843 414,680,073 5,082,770 101.23%

前期繰越活動増減差額(12)

越越越越
392,655,335 419,762,843 △27,107,508 93.54%

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
その他の積立金取崩額(15)

増増増増
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
392,655,335 419,762,843 △27,107,508 93.54%

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+
(15)-(16)



（ 令和 4年 3月31日現在 ）

第三号第一様式

負債の部資産の部
増減前年度末当年度末勘定科目増減前年度末当年度末勘定科目

     貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表 

社会福祉法人　赤堀・東福祉会
社会福祉法人　赤堀・東福祉会
社会福祉法人　赤堀・東福祉会法人名

施設名
会計単位名

(単位：円)

3,496,55441,736,37845,232,932
 流動負債

△9,787,792351,737,300341,949,508
 流動資産

   短期運営資金借入金
△16,243,504279,015,228262,771,724

   現金預金

812,73913,959,55914,772,298
   事業未払金

7,256,43970,065,74977,322,188
   事業未収金

   その他の未払金   未収金

   1年以内返済予定
   設備資金借入金

   未収補助金

   1年以内返済予定
   長期運営資金借入金

   未収収益

   1年以内返済予定
   リース債務

   貯蔵品

   1年以内支払予定
   長期未払金

   立替金

   未払費用
△800,7272,656,3231,855,596

   前払金

   預り金   前払費用

3,022,8154,163,8197,186,634
   職員預り金   1年以内回収予定

   長期貸付金

   サービス区分間借入金   短期貸付金

   前受金   サービス区分間貸付金

   前受収益   仮払金

   仮受金   その他の流動資産

△339,00023,613,00023,274,000
   賞与引当金   徴収不能引当金

   その他の流動負債

△83,7148,492,1708,408,456
 固定負債

△32,324,869924,860,713892,535,844
 固定資産

   設備資金借入金
△24,565,390578,434,360553,868,970

 基本財産

   長期運営資金借入金
135,300,776135,300,776

   土地



（ 令和 4年 3月31日現在 ）

第三号第一様式

負債の部資産の部
増減前年度末当年度末勘定科目増減前年度末当年度末勘定科目

     貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表 
(単位：円)

   リース債務
△20,237,293438,805,480418,568,187

   建物

△83,7148,492,1708,408,456
   退職給付引当金

△4,328,0974,328,1047
   建物附属設備

   その他の固定負債   定期預金

3,412,84050,228,54853,641,388      負債の部合計△7,759,479346,426,353338,666,874
 その他の固定資産

純資産の部   土地

 基本金   建物

   第一号基本金   建物附属設備

   第二号基本金
△83,592613,580529,988

   構築物

   第三号基本金   機械及び装置

△18,417,993491,506,622473,088,629
 国庫補助金等特別積立金

△2,655,1227,251,2184,596,096
   車輌運搬具

315,100,000315,100,000
 その他の積立金

△4,923,55114,564,4559,640,904
   器具及び備品

255,000,000255,000,000
   人件費積立金   建設仮勘定

35,100,00035,100,000
   修繕積立金   有形リース資産

25,000,00025,000,000
   備品等購入積立金

305,760305,760
   権利

   施設・設備整備積立金
△13,50013,500

   ソフトウェア

   移行時特別積立金
85,67085,670

   リサイクル料

△27,107,508419,762,843392,655,335
 次期繰越活動増減差額   無形リース資産

△32,190,2785,082,770△27,107,508
   (うち当期活動増減差額)   長期貸付金

△83,7148,492,1708,408,456
   退職給付引当資産

   長期預かり金積立資産



（ 令和 4年 3月31日現在 ）

第三号第一様式

純資産の部資産の部
増減前年度末当年度末勘定科目増減前年度末当年度末勘定科目

     貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表  貸借対照表 
(単位：円)

255,000,000255,000,000
   人件費積立資産

35,100,00035,100,000
   修繕積立資産

25,000,00025,000,000
   備品等購入積立資産

   施設・設備整備積立資産
   

   移行時特別積立資産

   長期前払費用

△45,525,5011,226,369,4651,180,843,964    純資産の部合計
   その他の固定資産

△42,112,6611,276,598,0131,234,485,352    負債及び純資産の部合計△42,112,6611,276,598,0131,234,485,352      資産の部合計



財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記１．継続事業の前提に関する注記１．継続事業の前提に関する注記１．継続事業の前提に関する注記

　　　該当なし

２．重要な会計方針２．重要な会計方針２．重要な会計方針２．重要な会計方針

　　（１）固定資産の減価償却の方法
　　　　　・建物並びに器具及び備品
　　　　　　定額法によっている。
　　（２）引当金の計上基準
　　　　　・賞与引当金
　　　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
　　　　　・退職給付引当金
　　　　　　群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に
　　　　　　相当する金額を計上している。　

３．重要な会計方針の変更３．重要な会計方針の変更３．重要な会計方針の変更３．重要な会計方針の変更

　　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度４．法人で採用する退職給付制度４．法人で採用する退職給付制度４．法人で採用する退職給付制度

　　　当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
　　　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
　　　　　全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に
　　　　　加入している。
　　　（２）民間退職共済制度
　　　　　全常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
　（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
　（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
　　　　当法人は、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
　　　　当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。
　（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
　　　　当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
　（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　サルビア荘拠点区分（社会福祉事業）　
　　　「本部」
　　　「特別養護老人ホームサルビア荘」
　　　「地域密着型特別養護老人ホームサルビア荘」
　　　「サルビア荘ショートステイ」
　　　「サルビア荘デイサービスセンター」
　　　「サルビア荘居宅介護支援事業所」
　　　「サルビア荘ホームヘルプサービス」

６．基本財産の増減の内容及び金額６．基本財産の増減の内容及び金額６．基本財産の増減の内容及び金額６．基本財産の増減の内容及び金額

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

135,300,776土地 135,300,776

20,237,293438,805,480建物 418,568,187

4,328,0974,328,104建物附属設備 7

定期預金

578,434,360 24,565,390 553,868,970合計



財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　該当なし

８．担保に供している資産８．担保に供している資産８．担保に供している資産８．担保に供している資産

　　担保に供されている資産は以下のとおりである。
円　　　該当なし

円計

　　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円　　　該当なし

円計

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示してい９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示してい９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示してい９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示してい
る場合は記載不要。）る場合は記載不要。）る場合は記載不要。）る場合は記載不要。）
　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

基本財産

土地 135,300,776 135,300,776

建物 876,949,500 458,381,313 418,568,187

建物附属設備 450,030,000 450,029,993 7

定期預金

その他の固定資産

構築物 2,553,900 2,023,912 529,988

車輌運搬具 25,123,009 20,526,913 4,596,096

器具及び備品 90,975,689 81,334,785 9,640,904

権利 305,760 305,760

ソフトウェア 7,532,278 7,532,278

リサイクル料 85,670 85,670

退職給付引当資産

人件費積立資産

修繕積立資産

備品等購入積立資産

施設・設備整備積立資産

合計 1,588,856,582 1,019,829,194 569,027,388

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示
している場合は記載不要。）している場合は記載不要。）している場合は記載不要。）している場合は記載不要。）
　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

徴収不能引当金
の当期末残高

債権額 債権の当期末
残高

77,322,188事業未収金 77,322,188

77,322,188合　計 77,322,188

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

時価帳簿価額種類及び銘柄 評価損益

該当なし

合　計

１２．関連当事者との取引の内容１２．関連当事者との取引の内容１２．関連当事者との取引の内容１２．関連当事者との取引の内容

　　取引条件及び取引条件の決定方針等
　　

（単位：円）

　　関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

関係内容 期末残高科目取引金額取引の
内　容事業上

の関係
役員の
兼務等

議決権
の所有
割　合

事業の
内容又
は職業

資産総額住所種類 法人等
の名称

該当なし



財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記財務諸表に対する注記

１３．重要な偶発債務１３．重要な偶発債務１３．重要な偶発債務１３．重要な偶発債務

　　該当なし

１４．重要な後発事象１４．重要な後発事象１４．重要な後発事象１４．重要な後発事象

　　該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　　該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項を明らかにするために必要な事項を明らかにするために必要な事項を明らかにするために必要な事項

　　該当なし


