
利用者負担軽減額

その他の支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設設備等資金収支差額

長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金収入

利用者負担軽減額
その他の事業収益

雑　　収　　益

サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外収益

サービス活動外増減差額
経常増減差額

前期繰越活動増減差額

737,700

292,473317,488

475,338,259

（利用料、委託料含む）

借　　　　　　　方

12,818,665

事　業　費　支　出

国庫補助金等特別積立金取崩額 経常経費寄付金収益 1,300,000

固定資産売却損・処分損

85,071,404

304,528

182,880
△ 1,593,948

サービス活動収益計

344,206,212 介　護　保　険　事　業　収　益 484,423,146

500,368

26,539,403

489,446,344

2,129,250

サービス活動外収益計

487,852,396

　 令和　２年度の社会福祉法人伏古福祉会の決算について、以下のとおりとなりましたので

支払利息

741,054

徴収不能額

減　価　償　却　費

△ 8,497,518

12,055

事業活動資金収支差額

12,055

2,129,250
1,300,000

その他の事業収入
経常経費寄付金収入
その他の収入 292,473

事業活動収入計事業活動支出計

流動資産評価損等による資金減少額

488,156,924

人　件　費　支　出
事　業　費　支　出
事　務　費　支　出

支払利息支出
741,054

317,488

343,468,512
85,071,404

1,165,896,557

45,556,921

182,880

1,165,896,557負債及び純資産の部合計

受取利息配当金収入

　（うち当期活動収支差額）
純　資　産　合　計

令和　２年度資金収支計算書

12,237,170

1,039,557,410

流　　動　　負　　債
固　　定　　負　　債

基　　　　本　　　　金

修繕積立金

貸　　　　　　　方

令和　２年度　法人連結決算について

令和　２年度貸借対照表

679,520,359
199,272,026

固　　定　　資　　産
290,044,859
875,851,698

お知らせいたします。

借　　　　　　方 貸　　　　　　　方

126,339,147

流　　動　　資　　産

負　　債　　合　　計

97,463,836
28,875,311

△ 195,840
△ 1,789,788

貸　　　　　　　方

その他の活動収入計

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動収支差額

その他の活動による収入

3,470,0001,375,700

借　　　　　　　方
介　護　保　険　事　業　収　入
（利用料、委託料含む）

484,423,146

△ 1,590,250

資　　産　　合　　計

148,527,855
△ 3,380,038

サービス活動外費用計

その他の活動資金収支差額 2,094,300
当期資金収支差額合計 6,415,447

195,199,843

令和　2年度事業活動計算書

人　件　費　支　出

サービス活動費用計

638,000
その他の活動による支出

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

その他の活動支出計

△ 12,668,650

事　務　費　支　出 45,556,921

188,784,396

国庫補助金等特別積立金積立額 1,590,250

当期末繰越活動増減差額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額

特別費用計

当期活動増減差額

1,590,250

148,527,855

その他の特別収益
特別収益計
特別増減差額

151,907,893
△ 3,380,038

148,527,855

固定資産取得支出 5,709,570 固定資産売却収入 0
2,787,948

3,470,000

令和　３年　３月３１日現在



　 令和　２年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたので
お知らせいたします。

利用者負担軽減額

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設設備等資金収支差額

長期運営資金借入金元金償還支出

積立資産支出

利用者負担軽減額 利用者利用料収益

その他の事業収益

雑　　収　　益

サービス活動増減差額

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外費用 その他のサービス活動外収益

サービス活動外増減差額

経常増減差額

令和　２年度　施設会計決算について（短期入所含む）

令和　2年度貸借対照表

借　　　　　　方 貸　　　　　　　方
流　　動　　資　　産 235,456,556 流　　動　　負　　債 8,124,197
固　　定　　資　　産 755,604,897 固　　定　　負　　債 26,043,311

負　　債　　合　　計 34,167,508
基　　　　本　　　　金 636,196,078
国庫補助金等特別積立金 176,811,998
修繕積立金 12,237,170
次期繰越活動収支差額 131,648,699
(うち当期活動収支差額） △ 1,598,677
純　資　産　合　計 956,893,945

資　　産　　合　　計 991,061,453 負債及び純資産の部合計 991,061,453

     令和　２年度資金収支計算書
借　　　　　　　方 貸　　　　　　　方

人　件　費　支　出 214,183,507 介　護　保　険　事　業　収　入 325,353,636
事　業　費　支　出 72,390,346 （利用料、委託料含む）

事　務　費　支　出 30,287,563 その他の事業収入

637,493 経常経費寄付金収入

支払利息支出 0 その他の収入 86,897
その他の支出 317,488 受取利息配当金収入 786
事業活動支出計 317,816,397 事業活動収入計 325,441,319
事業活動資金収支差額 7,624,922
固定資産取得支出 697,480 固定資産売却収入 0

△ 3,485,428

737,700
その他の活動による支出 7,000,000 その他の活動による収入

その他の活動支出計 7,737,700 その他の活動収入計 0
その他の活動資金収支差額 △ 7,737,700
当期資金収支差額合計 △ 3,598,206
前期末支払資金残高 120,518,908
当期末支払資金残高 116,920,702

令和　２年度事業活動計算書
借　　　　　　　方 貸　　　　　　　方

人　件　費　支　出 214,921,207 介　護　保　険　事　業　収　益 325,353,636
事　業　費　支　出 72,390,346 （利用料、委託料含む）

事　務　費　支　出 30,287,563
637,493

減　価　償　却　費 19,291,284
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 10,805,385 経常経費寄付金収益

徴収不能額

サービス活動費用計 326,722,508 サービス活動収益計 325,353,636

△ 1,368,872
支払利息 786

317,488 86,897

令和　３年　３月３１日現在

令和　３年　３月３１日現在

2,787,948

サービス活動外費用計 317,488 サービス活動外収益計 87,683

△ 229,805

△ 1,598,677


