
（１）利用者毎の利用前の生活環境、習慣等が継続できるような環境作り

（2）利用者のニーズ、自立支援の実施にあたっての能力の把握

（１）介護ロボットを活用した介護負担の軽減　　　（２）腰痛予防対策

（３）笑顔を絶やさない職場作り

そ の 他 （１）介護予防教室の開催及び地域との交流行事への参加　　　（２）ホームページ内容の充実

地域交流活動等 その他・内部研修会　等
/1  開苑記念日 ・徳光小学校新入児童へ  管理職会議・衛生委員会
/13  誕生会 　ｷｰﾎﾙﾀﾞｰのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ  サービスの質の向上に関する研修
/23  お花見会食<弁当>  決算、家族会総会

 第57回入所検討委員会
 アネックス運営推進会議
【利用者毎の処遇目標設定】

/5  端午の節句    ・交通安全キャンペーン  管理職会議・衛生委員会
/14  母の日<スイーツバイキング> ・山川中学校介護体験  医療的ケアに関する研修
/29  誕生会 ・職員奉仕活動    〃 監事監査

　(周辺のゴミ拾い・清掃)  5月ゆうゆうメール発送

/4  山川港祭り ・山川みなと祭り参加  管理職会議・衛生委員会
/18  父の日<スイーツバイキング> 　(職員踊り連)  感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修

/23  誕生会 ・徳光小学校との交流  緊急連絡網夜間招集訓練
 アネックス運営推進会議

/7  七夕まつり ・地域の六月灯参加  管理職会議・衛生委員会
/20  誕生会 　(職員演芸)  人権擁護に関する研修

 第58回入所検討委員会

・室内温度の調整と換気 /8  お盆法要 ・山川高校出前ミニ文化祭  管理職会議・衛生委員会
/18  納涼の夕べ  身体拘束等の排除のための取組に関する研修

/29  誕生会         アネックス運営推進会議
 8月ゆうゆうメール発送

/10  敬老会 ・地域の敬老会参加  管理職会議・衛生委員会
/19  彼岸法要 　（職員演芸）  事故の発生予防又はその再発の防止に関する研修

/28  誕生会 ・山川漁協よりカンパチの贈呈式
・山川船舶協議会よりイカの贈呈式

/2 入浴機器取扱説明 ・山川中学校介護体験  管理職会議・衛生委員会
/15  リハビリ大会 ・地域交流コンサート  防災に関する研修（ＢＣＰ机上訓練）

/18 地域交流コンサート  第59回入所検討委員会
 アネックス運営推進会議
 職員日帰り旅行

/24  徳光苑文化祭 ・民生委員との交流  管理職会議・衛生委員会
/30  誕生会 ・慈光保育園との交流  認知症ケアに関する研修

 11月ゆうゆうメール発送
  職員日帰り旅行

/15  誕生会  管理職会議・衛生委員会
/25  クリスマス忘年会  感染症及び食中毒の発生予防及びまん延の防止に関する研修

/27  年末法要  アネックス運営推進会議

/1  おとそ交換会  管理職会議・衛生委員会
/4  年始式  従業者を対象とした倫理及び法令遵守に関する研修

/7  七草  第60回入所検討委員会
/30  誕生会

/3  節分豆まき  管理職会議・衛生委員会
/14  誕生会  緊急時の対応に関する研修

 アネックス運営推進会議
/14  誕生会  管理職会議・衛生委員会
/20  彼岸法要  認知症ケアに関する研修

 翌年度の事業計画確認
【利用者処遇の自己評価】

★ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・ﾉﾛｳｨﾙｽ等の感染症予防対策で面会制限が長期になる場合には臨時の徳光苑通信で入所者近況を家族にお知らせする。

・環境安全チェック

・職員健康診断《腰痛検査等》 

・介護経過・評価

・施設内大掃除

３
月

・新年度に向けて生活環境美化推進

・空調設備の点検補修
・全館床ワックス掛け
・介護経過・評価

・環境安全チェック

１
月

・個別処遇の再確認と研究指導
・入所者健康診断 
・空調設備の点検補修

・環境安全チェック
・翌年度処遇力点検討
・介護経過・評価

・介護経過・評価

12
月

・室内温度の調整と換気
　(空調設定温度の再確認)
・給食嗜好調査
・食中毒予防対策・啓蒙
・害虫駆除
・介護経過・評価

・環境安全チェック

・環境安全チェック

11
月

・入所者衣類の入れ替え(利用者担当毎)

・風邪の予防(室温･湿度の設定)
・空調設備の点検補修
・手指消毒器・加湿器の点検

・環境安全チェック

９
月

・リハビリの推進とＡＤＬ能力の向上
・介護経過・評価
・全館床ワックス掛け

10
月

・ADL能力のｱｾｽﾒﾝﾄ(利用者担当毎)

・衛生管理の見直し
・インフルエンザ予防接種案内
・介護経過・評価
・害虫駆除

７
月

・各種機器具の点検補修(医務・処遇)

・夏物日用品のチェック(利用者担当毎)

・介護経過・評価
・環境安全チェック

８
月

・空調設備の点検補修
・害虫駆除

・環境安全チェック
・介護経過・評価

６
月

・嗜好の確認と給食との調和
・食中毒予防対策・啓蒙
・給食嗜好調査
・空調設備の点検補修

・環境安全チェック
・介護経過・評価

５
月

・各種機器具の点検補修(医務・処遇)

・入所者衣類の入れ替え(利用者担当毎)

・趣味・生きがい等ｱﾝｹｰﾄ
・害虫駆除
・職員健康診断《腰痛検査等》  

・環境安全チェック
・介護経過・評価

・ADL能力のｱｾｽﾒﾝﾄ(利用者担当毎)

・ケア目標設定
・入所者健康診断 
・タイムスケジュール実施・評価
・介護経過・評価
・環境安全チェック

・環境安全チェック

２
月

・ﾕﾆｯﾄ、利用者担当引継ぎ

平成2９年度　『徳光苑』 『徳光苑アネックス』事業実績報告
処遇関係

重点施策
職員関係

処遇の力点・点検　他    行事計画  

４
月



社会福祉法人　尚徳会(全会計)
社会福祉法人　尚徳会

（ 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ）

第一号第一様式

  資金収支計算書 
1頁(単位：円)

備考差異(A)-(B)予算(A) 決算(B)勘定科目

法人名
会計単位名

収事 540,718,785 543,647,035 △2,928,250181 介護保険事業収入

入業 297,398 301,670 △4,272199 受取利息配当金収入

活 541,016,183 543,948,705 △2,932,522事業活動収入計(1)

支動 402,815,191 403,848,801 △1,033,610131 人件費支出

出に 97,318,940 97,219,584 99,356132 事業費支出

よ 25,058,752 25,118,703 △59,951133 事務費支出

る 642,760 644,722 △1,962137 利用者負担軽減額

収 525,835,643 526,831,810 △996,167事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)支 15,180,540 17,116,895 △1,936,355

収施 3,150,000 3,162,000 △12,000202 施設整備等補助金収入

入設 648,000 648,000 0203 施設整備等寄附金収入

整 3,798,000 3,810,000 △12,000施設整備等収入計(4)

支備 77,549,934 77,803,754 △253,820147 固定資産取得支出

出等 1,801,800 1,801,800 0149 ファイナンス・リース債務の返済支出

に

よ

る

収

支 79,351,734 79,605,554 △253,820施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △75,553,734 △75,795,554 241,820

収そ 55,625,625 57,229,775 △1,604,150212 積立資産取崩収入

入の 1,157,977 1,152,954 5,023222 その他の活動による収入

他 56,783,602 58,382,729 △1,599,127その他の活動収入計(7)

支の 4,689,725 5,033,750 △344,025155 積立資産支出

出活 1,798,574 1,923,553 △124,979165 その他の活動による支出

動

に

よ

る

収

支 6,488,299 6,957,303 △469,004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) 50,295,303 51,425,426 △1,130,123

予備費支出(10) 0 0 0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △10,077,891 △7,253,233 △2,824,658

前期末支払資金残高(12) 155,683,444 155,683,444 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 145,605,553 148,430,211 △2,824,658



( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 1頁

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

(単位：円)

  事業活動計算書 

第二号第一様式
法人名

会計単位名
社会福祉法人　尚徳会
社会福祉法人　尚徳会(全会計)

サ 収 543,647,035 546,247,824 △2,600,789081 介護保険事業収益

｜ 益 648,000 △648,000092 経常経費寄付金収益

ビ 543,647,035 546,895,824 △3,248,789サービス活動収益計(1)

ス 費 408,585,501 395,083,155 13,502,346021 人件費

活 用 97,543,305 101,954,857 △4,411,552022 事業費

動 25,118,703 29,978,637 △4,859,934023 事務費

増 644,722 853,391 △208,669027 利用者負担軽減額

減 35,593,612 34,482,586 1,111,026033 減価償却費

の △8,450,574 △8,156,907 △293,667034 国庫補助金等特別積立金取崩額

部 80,000 △80,000035 徴収不能額

559,035,269 554,275,719 4,759,550サービス活動費用計(2)

△15,388,234 △7,379,895 △8,008,339サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 297,109 301,238 △4,129100 受取利息配当金収益

｜ 益 1,086,954 8,684,345 △7,597,391105 その他のサービス活動外収益

ビ

ス

活

動

外

増 1,384,063 8,985,583 △7,601,520サービス活動外収益計(4)

減 費 2,739,783 1,171,393 1,568,390043 その他のサービス活動外費用

の 用 2,739,783 1,171,393 1,568,390サービス活動外費用計(5)

部 △1,355,720 7,814,190 △9,169,910サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

△16,743,954 434,295 △17,178,249経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 3,162,000 922,000 2,240,000106 施設整備等補助金収益

別 益 648,000 648,000107 施設整備等寄附金収益

増 791,860 △791,860109 固定資産受贈額

減 100,000 △100,000117 その他の特別収益

の 3,810,000 1,813,860 1,996,140特別収益計(8)

部 費 5 4 1046 固定資産売却損・処分損

用 3,162,000 922,000 2,240,000048 国庫補助金等特別積立金積立額

3,162,005 922,004 2,240,001特別費用計(9)

647,995 891,856 △243,861特別増減差額(10)=(8)-(9)

△16,095,959 1,326,151 △17,422,110当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 319,189,629 315,163,478 4,026,151前期繰越活動増減差額(12)

越 303,093,670 316,489,629 △13,395,959当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 118 基本金取崩額(14)

動 50,000,000 2,700,000 47,300,000120 その他の積立金取崩額(16)

増 057 その他の積立金積立額(17)

減

差

額

の

部 353,093,670 319,189,629 33,904,041次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)



（ 平成30年 3月31日現在 ）

増減

第三号第一様式

資産の部 負債の部

  貸借対照表 
1頁

社会福祉法人　尚徳会(全会計)
社会福祉法人　尚徳会法人名

会計単位名

前年度末当年度末科目増減前年度末当年度末科目

(単位：円)

△8,899,095192,433,770183,534,675 △1,694,63051,181,27149,486,641011 流動負債001 流動資産

△11,196,400617,749,299606,552,899 2,983,66835,397,60038,381,268012 固定負債002 固定資産

△22,794,075388,382,059365,587,984 1,289,03886,578,87187,867,909      負債の部合計001 基本財産

純資産の部11,597,675229,367,240240,964,915002 その他の固定資産

0224,013,560224,013,560013 基本金

△5,288,57486,601,00981,312,435015 国庫補助金等特別積立金

△50,000,00093,800,00043,800,000016 その他の積立金

33,904,041319,189,629353,093,670017 次期繰越活動増減差額

△21,384,533723,604,198702,219,665    純資産の部合計

△20,095,495810,183,069790,087,574 △20,095,495810,183,069790,087,574    負債及び純資産の部合計      資産の部合計


