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法人単位貸借対照表

2020年3月31日 （単位 : 円）

第三号第一様式

社会福祉法人　明徳福祉会

合 計

平成31年度

勘　定　科　目 当年度末 前年度末 増　　減

【資産の部】

32,277,180 △2,248,49930,028,681流動資産

186,674,245 14,360,922201,035,167固定資産

218,951,425 12,112,423231,063,848資産の部合計

【負債の部】

22,205,512 △3,036,61119,168,901流動負債

4,131,381 418,8364,550,217固定負債

26,336,893 △2,617,77523,719,118負債の部合計

【純資産の部】

34,641,02034,641,020基本金

60,188,129 △4,366,27455,821,855国庫補助金等特別積立金

77,000,000 11,000,00088,000,000その他の積立金

20,785,383 8,096,47228,881,855次期繰越活動増減差額

11,294,654 7,801,81819,096,472（うち当期活動増減差額）

192,614,532 14,730,198207,344,730純資産の部合計

218,951,425 12,112,423231,063,848負債及び純資産の部合計
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法人単位資金収支計算書

（単位 : 円）(自)2019年 4月 1日    (至)2020年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人　明徳福祉会

合 計

平成31年度

勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

【事業活動による収支】

収入

保育事業収入 136,405,558136,405,558

経常経費寄附金収入 40,00040,000

受取利息配当金収入 20,146 △120,145

その他の収入 1,788,2251,788,225

事業活動収入計(1) 138,253,929 △1138,253,928

支出

人件費支出 89,435,210 212,15789,647,367

事業費支出 13,405,760 13,69013,419,450

事務費支出 8,814,402 446,1219,260,523

その他の支出 1,221,804 1961,222,000

事業活動支出計(2) 112,877,176 672,164113,549,340

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 25,376,753 △672,16524,704,588

【施設整備等による収支】

収入

施設整備等収入計(4)

支出

固定資産取得支出 13,202,36013,202,360

施設整備等支出計(5) 13,202,36013,202,360

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △13,202,360△13,202,360

【その他の活動による収支】

収入

積立資産取崩収入 25,67325,673

拠点区分間繰入金収入 3,000,0003,000,000

その他の活動収入計(7) 3,025,6733,025,673

支出

積立資産支出 11,411,95411,411,954

拠点区分間繰入金支出 3,000,0003,000,000

その他の活動支出計(8) 14,411,95414,411,954

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △11,386,281△11,386,281

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 788,112 △672,165115,947

前期末支払資金残高(12) 13,071,66813,071,668

当期末支払資金残高(11)+(12) 13,859,780 △672,16513,187,615
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法人単位事業活動計算書

（単位 : 円）(自)2019年 4月 1日    (至)2020年 3月31日
社会福祉法人　明徳福祉会

合 計

第二号第一様式

平成31年度

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

【サービス活動増減の部】

収益

保育事業収益 136,405,558 123,275,301 13,130,257

経常経費寄附金収益 40,000 50,000 △10,000

サービス活動収益計(1) 136,445,558 123,325,301 13,120,257

費用

人件費 89,821,491 86,367,870 3,453,621

事業費 13,405,760 12,493,406 912,354

事務費 8,814,402 8,899,288 △84,886

減価償却費 10,260,273 9,197,762 1,062,511

国庫補助金等特別積立金取崩額 △4,366,274 △4,808,003 441,729

サービス活動費用計(2) 117,935,652 112,150,323 5,785,329

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 18,509,906 11,174,978 7,334,928

【サービス活動外増減の部】

収益

受取利息配当金収益 20,146 13,032 7,114

その他のサービス活動外収益 1,788,225 1,333,342 454,883

サービス活動外収益計(4) 1,808,371 1,346,374 461,997

費用

その他のサービス活動外費用 1,221,804 1,226,692 △4,888

サービス活動外費用計(5) 1,221,804 1,226,692 △4,888

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 586,567 119,682 466,885

経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,096,473 11,294,660 7,801,813

【特別増減の部】

収益

拠点区分間繰入金収益 3,000,000 2,000,000 1,000,000

特別収益計(8) 3,000,000 2,000,000 1,000,000

費用

固定資産売却損・処分損 1 6 △5

拠点区分間繰入金費用 3,000,000 2,000,000 1,000,000

特別費用計(9) 3,000,001 2,000,006 999,995

特別増減差額(10)=(8)-(9) △1 △6 5

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 19,096,472 11,294,654 7,801,818

【繰越活動増減差額の部】
　前期繰越活動増減差額(12) 20,785,383 19,490,729 1,294,654

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 39,881,855 30,785,383 9,096,472

その他の積立金積立額(16) 11,000,000 10,000,000 1,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 28,881,855 20,785,383 8,096,472
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