
（１）ミーティングやカンファレンスで情報の共有とチームケアの向上を図る

（2）介護事故の予防と対策

（１）人材の確保・育成及び職員処遇の充実　　　　

（２）気付く介護の実践

そ の 他 （１）地域に向けたＰＲ活動　（２）防災対策の強化

地域交流活動等　実績 その他・内部研修会　等

/ 1  開苑記念日 管理職会議・衛生委員会
人権・権利擁護に関する研修
入所検討委員会
アネックス運営推進会議（文書報告）
【利用者毎の処遇目標設定】

管理職会議・衛生委員会
定時（決算）理事会・評議員会
  〃　監事監査
感染症及び食中毒の予防

　　及びまん延の防止に関する研修

管理職会議・衛生委員会
身体拘束廃止に関する研修
アネックス運営推進会議（文書報告）

管理職会議・衛生委員会
入所検討委員会

・室内温度の調整と換気 管理職会議・衛生委員会
事故の発生予防又はその再発の防止に関する研修

アネックス運営推進会議（文書報告）

管理職会議・衛生委員会
プライバシーの保護に関する研修

管理職会議・衛生委員会
認知症ケアに関する研修
入所検討委員会
アネックス運営推進会議（文書報告）

・職員健康診断《腰痛検査等》 

管理職会議・衛生委員会

管理職会議・衛生委員会
非常災害時の対応・防災に関する研修

アネックス運営推進会議（文書報告）

・介護経過・評価
・施設内大掃除

管理職会議・衛生委員会
入所検討委員会
翌年度の事業計画検討会

管理職会議・衛生委員会
身体拘束廃止に関する研修
アネックス運営推進会議（文書報告）

管理職会議・衛生委員会
翌年度の事業計画確認
総合防災訓練（夜間想定）
感染症予防に関する研修

令和２年度　『徳光苑』 『徳光苑アネックス』処遇の力点と行事　実績

処遇関係

重点施策
職員関係

処遇の力点・点検　他    行事等　実績

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

・環境安全チェック

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》  
・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
・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
・介護経過・評価

・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
・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

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

・環境安全チェック

１
月

・個別処遇の再確認と研究指導

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
・介護経過・評価
・害虫駆除
・環境安全チェック

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

・環境安全チェック

特別養護老人ホーム 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　

２
月

・翌年度処遇力点検討
・害虫駆除
・介護経過・評価
・環境安全チェック

３
月

・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

・入所者健康診断 
・空調設備の点検補修
・介護経過・評価
・環境安全チェック

新型コロナウイルス感染予防対策のため

施設内外の行事等は中止しました。



社会福祉法人　尚徳会(全会計)
社会福祉法人　尚徳会

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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 512,755,613 513,079,151 △323,538181 介護保険事業収入

入業 506,000 308,000 198,000198 経常経費寄附金収入

活 302,128 301,662 466199 受取利息配当金収入

動 513,563,741 513,688,813 △125,072事業活動収入計(1)

支に 376,187,346 385,776,868 △9,589,522131 人件費支出

出よ 98,359,786 96,301,977 2,057,809132 事業費支出

る 23,839,129 23,913,408 △74,279133 事務費支出

収 670,000 658,265 11,735137 利用者負担軽減額

支 499,056,261 506,650,518 △7,594,257事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14,507,480 7,038,295 7,469,185

収施 1,909,600 1,909,600202 施設整備等補助金収入

入設 56,480 56,480205 固定資産売却収入

整 1,966,080 1,966,080施設整備等収入計(4)

支備 18,520,950 18,520,950147 固定資産取得支出

出等 1,464,480 1,464,480149 ファイナンス・リース債務の返済支出

に

よ

る

収

支 19,985,430 19,985,430施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △18,019,350 △18,019,350

収そ 4,471,625 4,597,625 △126,000212 積立資産取崩収入

入の 2,612,067 2,667,131 △55,064222 その他の活動による収入

他 7,083,692 7,264,756 △181,064その他の活動収入計(7)

支の 4,169,850 4,465,375 △295,525155 積立資産支出

出活 727,119 706,523 20,596165 その他の活動による支出

動

に

よ

る

収

支 4,896,969 5,171,898 △274,929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) 2,186,723 2,092,858 93,865

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,325,147 △8,888,197 7,563,050

前期末支払資金残高(12) 173,265,433 173,265,433

当期末支払資金残高(11)+(12) 171,940,286 164,377,236 7,563,050



( 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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 513,079,151 491,082,392 21,996,759081 介護保険事業収益

｜ 益 308,000 308,000092 経常経費寄付金収益

ビ 513,387,151 491,082,392 22,304,759サービス活動収益計(1)

ス 費 390,057,905 373,663,153 16,394,752021 人件費

活 用 96,915,295 88,976,953 7,938,342022 事業費

動 23,913,408 26,605,636 △2,692,228023 事務費

増 658,265 684,732 △26,467027 利用者負担軽減額

減 30,848,934 31,456,296 △607,362033 減価償却費

の △5,738,388 △5,614,415 △123,973034 国庫補助金等特別積立金取崩額

部 536,655,419 515,772,355 20,883,064サービス活動費用計(2)

△23,268,268 △24,689,963 1,421,695サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 297,101 297,108 △7100 受取利息配当金収益

｜ 益 2,667,131 3,081,292 △414,161105 その他のサービス活動外収益

ビ

ス

活

動

外

増 2,964,232 3,378,400 △414,168サービス活動外収益計(4)

減 費 706,523 2,061,645 △1,355,122043 その他のサービス活動外費用

の 用 706,523 2,061,645 △1,355,122サービス活動外費用計(5)

部 2,257,709 1,316,755 940,954サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

△21,010,559 △23,373,208 2,362,649経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 1,909,600 165,000 1,744,600106 施設整備等補助金収益

別 益 56,480 56,480110 固定資産売却益

増 1,966,080 165,000 1,801,080特別収益計(8)

減 費 9 8 1046 固定資産売却損・処分損

の 用 △2 △2047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

部 1,909,600 165,000 1,744,600048 国庫補助金等特別積立金積立額

1,909,607 165,006 1,744,601特別費用計(9)

56,473 △6 56,479特別増減差額(10)=(8)-(9)

△20,954,086 △23,373,214 2,419,128当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 338,504,609 363,077,823 △24,573,214前期繰越活動増減差額(12)

越 317,550,523 339,704,609 △22,154,086当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 118 基本金取崩額(14)

動 3,000,000 3,000,000120 その他の積立金取崩額(16)

増 1,200,000 △1,200,000057 その他の積立金積立額(17)

減

差

額

の

部 320,550,523 338,504,609 △17,954,086次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)



（ 令和 3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)

△5,807,158197,649,276191,842,118 3,640,39338,985,01842,625,411011 流動負債001 流動資産

△13,078,122554,216,768541,138,646 2,257,20337,688,88339,946,086012 固定負債002 固定資産

△9,538,864324,049,101314,510,237 5,897,59676,673,90182,571,497      負債の部合計001 基本財産

純資産の部△3,539,258230,167,667226,628,409002 その他の固定資産

224,013,560224,013,560013 基本金

△3,828,79067,673,97463,845,184015 国庫補助金等特別積立金

△3,000,00045,000,00042,000,000016 その他の積立金

△17,954,086338,504,609320,550,523017 次期繰越活動増減差額

△24,782,876675,192,143650,409,267    純資産の部合計

△18,885,280751,866,044732,980,764 △18,885,280751,866,044732,980,764    負債及び純資産の部合計      資産の部合計


