
（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）人材確保と職員育成（職場定着の向上）　　　　

（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

/2  開苑記念日 ・徳光小学校新入児童への 管理職会議・衛生委員会
/6  ゆうゆう会議 　マグカップのプレゼント 決算、家族会総会
/15  お花見会<弁当> 権利擁護に関する研修
/26  誕生会 第６１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】
/4  ゆうゆう会議 ・山川中学校介護体験 管理職会議・衛生委員会
/13  母の日 定時(決算)理事会・評議員会
/30  誕生会    〃 監事監査

身体拘束等の排除のための取組に関する研修

5月ゆうゆうメール発送

/5  ゆうゆう会議 ・山川みなと祭り参加 管理職会議・衛生委員会
/17  父の日 　(利用者・職員踊り連) 総合防災訓練
/28  誕生会 プライバシー保護に関する研修

アネックス運営推進会議

夜間招集訓練

/3  ゆうゆう会議 ・地域の六月灯参加 管理職会議・衛生委員会
/27  納涼の夕べ 　(職員演芸) 認知症ケアに関する研修
/30  誕生会 第６２回入所検討委員会

・室内温度の調整と換気 /3  ゆうゆう会議 ・介護施設職場見学 管理職会議・衛生委員会
/6  お盆法要     防災に関する研修
/29  誕生会 8月ゆうゆうメール発送

 アネックス運営推進会議

/4  ゆうゆう会議 ・地域の敬老会参加 管理職会議・衛生委員会
/14  彼岸法要 　（職員演芸） 精神的ケアに関する研修
/16  敬老会<会食>
/27  誕生会
/5  ゆうゆう会議 ・山川中学校介護体験 管理職会議・衛生委員会
/29  誕生会 ・地域交流コンサート 緊急連絡網夜間招集訓練

医療に関する研修
第６３回入所検討委員会
アネックス運営推進会議

総合防災訓練

/4  レクリエーション大会<会食> ・民生委員との交流 管理職会議・衛生委員会
/6  ゆうゆう会議
/16  徳光苑文化祭 事故の発生予防又はその再発の防止に関する研修

/29  誕生会 11月ゆうゆうメール発送

/4  ゆうゆう会議 ・そば打ち体験 管理職会議・衛生委員会
/12  誕生会 法人内内部研修
/25  クリスマス忘年会 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

/27  そば打ち 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
/2  書初め 翌年度の事業計画検討会
/4  年始式 第６４回入所検討委員会
/8  ゆうゆう会議 嘔吐物処理に関する研修
/30  誕生会
/4  節分豆まき 管理職会議・衛生委員会
/27  誕生会 摂食又は嚥下障害に関する研修

2月ゆうゆうメール発送
アネックス運営推進会議

/5  ゆうゆう会議 翌年度の事業計画確認
/18  彼岸法要 管理職会議・衛生委員会
/28  誕生会 ターミナルケアに関する研修

【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

・翌年度処遇力点検討
・介護経過・評価

・環境安全チェック

・環境安全チェック

・新年度に向けて生活環境美化推進

・空調設備の点検補修
・介護経過・評価
・ﾕﾆｯﾄ、利用者担当引継ぎ
・全館床ワックス掛け

・施設内大掃除

・個別処遇の再確認と研究指導
・環境安全チェック

・入所者健康診断 
・空調設備の点検補修
・介護経過・評価

　(空調設定温度の再確認)

・環境安全チェック

・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

・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
・介護経過・評価

・室内温度の調整と換気

・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

・ADL能力のｱｾｽﾒﾝﾄ(利用者担当毎)

10
月

・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
・職員健康診断《腰痛検査等》 
・環境安全チェック

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

・空調設備の点検補修
・害虫駆除
・介護経過・評価

９
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

・環境安全チェック

・空調設備の点検補修
・介護経過・評価

４
月

・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

平成30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

・環境安全チェック

・環境安全チェック

・環境安全チェック

８
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》  
・介護経過・評価

11
月

12
月

１
月

３
月

５
月

６
月

２
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30年 4月 1日　　至 平成31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 528,184,723 530,453,213 △2,268,490181 介護保険事業収入

入業 296,223 301,396 △5,173199 受取利息配当金収入

活 528,480,946 530,754,609 △2,273,663事業活動収入計(1)

支動 379,259,597 378,887,084 372,513131 人件費支出

出に 97,023,661 93,303,984 3,719,677132 事業費支出

よ 25,930,694 26,403,297 △472,603133 事務費支出

る 880,278 846,779 33,499137 利用者負担軽減額

収 503,094,230 499,441,144 3,653,086事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)支 25,386,716 31,313,465 △5,926,749

収施 100 △100205 固定資産売却収入

入設 100 △100施設整備等収入計(4)

支整 4,984,451 5,541,731 △557,280147 固定資産取得支出

出備 1,231,230 1,520,700 △289,470149 ファイナンス・リース債務の返済支出

等

に

よ

る

収

支 6,215,681 7,062,431 △846,750施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △6,215,681 △7,062,331 846,650

収そ 100 100210 投資有価証券売却収入

入の 6,307,375 6,803,375 △496,000212 積立資産取崩収入

他 4,812,023 4,932,357 △120,334222 その他の活動による収入

の 11,119,498 11,735,732 △616,234その他の活動収入計(7)

支活 3,997,375 4,186,875 △189,500155 積立資産支出

出動 1,153,588 1,184,638 △31,050165 その他の活動による支出

に

よ

る

収

支 5,150,963 5,371,513 △220,550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) 5,968,535 6,364,219 △395,684

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,139,570 30,615,353 △5,475,783

前期末支払資金残高(12) 148,430,211 148,430,211

当期末支払資金残高(11)+(12) 173,569,781 179,045,564 △5,475,783



( 自 平成30年 4月 1日　　至 平成31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 530,453,213 543,647,035 △13,193,822081 介護保険事業収益

｜ 益 530,453,213 543,647,035 △13,193,822サービス活動収益計(1)

ビ 費 373,926,019 408,585,501 △34,659,482021 人件費

ス 用 93,627,705 97,543,305 △3,915,600022 事業費

活 26,403,297 25,118,703 1,284,594023 事務費

動 846,779 644,722 202,057027 利用者負担軽減額

増 36,847,834 35,593,612 1,254,222033 減価償却費

減 △8,189,043 △8,450,574 261,531034 国庫補助金等特別積立金取崩額

の 523,462,591 559,035,269 △35,572,678サービス活動費用計(2)

部 6,990,622 △15,388,234 22,378,856サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 296,835 297,109 △274100 受取利息配当金収益

｜ 益 4,932,357 1,086,954 3,845,403105 その他のサービス活動外収益

ビ

ス

活

動

外

増 5,229,192 1,384,063 3,845,129サービス活動外収益計(4)

減 費 2,235,638 2,739,783 △504,145043 その他のサービス活動外費用

の 用 2,235,638 2,739,783 △504,145サービス活動外費用計(5)

部 2,993,554 △1,355,720 4,349,274サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

9,984,176 △16,743,954 26,728,130経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 3,162,000 △3,162,000106 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 3,810,000 △3,810,000特別収益計(8)

減 費 24 5 19046 固定資産売却損・処分損

の 用 △1 △1047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

部 3,162,000 △3,162,000048 国庫補助金等特別積立金積立額

23 3,162,005 △3,161,982特別費用計(9)

△23 647,995 △648,018特別増減差額(10)=(8)-(9)

9,984,153 △16,095,959 26,080,112当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 353,093,670 319,189,629 33,904,041前期繰越活動増減差額(12)

越 363,077,823 303,093,670 59,984,153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 △50,000,000120 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 363,077,823 353,093,670 9,984,153次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)



（ 平成31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

前年度末当年度末勘定科目増減前年度末当年度末勘定科目

(単位：円)

27,780,823183,534,675211,315,498 △2,334,21749,486,64147,152,424011 流動負債001 流動資産

△27,897,356606,552,899578,655,543 422,57538,381,26838,803,843012 固定負債002 固定資産

△22,269,708365,587,984343,318,276 △1,911,64287,867,90985,956,267      負債の部合計001 基本財産

純資産の部△5,627,648240,964,915235,337,267002 その他の固定資産

224,013,560224,013,560013 基本金

014 基金

△8,189,04481,312,43573,123,391015 国庫補助金等特別積立金

43,800,00043,800,000016 その他の積立金

9,984,153353,093,670363,077,823017 次期繰越活動増減差額

1,795,109702,219,665704,014,774    純資産の部合計

△116,533790,087,574789,971,041 △116,533790,087,574789,971,041    負債及び純資産の部合計      資産の部合計


