
社会福祉法人 弘友会    情 報 開 示 
 

社会福祉法人 弘友会は、法人と施設の運営に関する情報を公開しています。 

令和2年4月1日現在 

○法人概要 

法人名 社会福祉法人 弘友会 

所在地 青森県弘前市大字向外瀬字豊田320番1 

 TEL0172-34-3434  FAX0172-34-3715 

設立年月日 2000年8月10日 

従業員数 57名 

役員名簿 理事長        評議委員 

 小田桐 春美     中田 祐介 

 理事          高木 兼平 

 小田桐 健一     竹歳 彰 

 佐藤 月雄      工藤 誠 

 鎌田 成紀      北山 吉夫 

 比内 理佑      高杉 健 

 木村 健一      後藤 仁 

            福士 信秀 

 監事         評議員選任・解任委員会委員  

 石田 清治      石田 清治      

 鈴木 恵津子     唐牛 満   

            廣田 優子 

事業内容 軽費老人ホーム、通所介護事業所、居宅介護支援事業所、

認知症対応型共同生活介護事業所、訪問介護事業所、有

料老人ホーム等の設置経営をしています。 

  

○法人沿革 

2000年 8月10日 社会福祉法人弘友会設立 

2001年 4月10日 軽費老人ホーム（定員30名）、通所介護事業所開設 

2002年 3月 1日 居宅介護支援事業所開設 

2002年 4月10日 軽費老人ホームが特定施設の認定を受け介護保険適用

施設となる 

2004年 9月10日 認知症対応型共同生活介護事業所開設（定員6名） 

2008年10月 1日 訪問介護事業所開設 

2009年 9月 1日 有料老人ホーム開設（定員21名） 

2012年 7月 1日 有料老人ホーム増設（定員39名） 

2013年 8月 1日 有料老人ホーム増設（定員43名） 

 

 

 



○法人財務状況 

財産目録 

（令和2年3月31日現在） 

（単位：円） 

資産・負債の内訳 金額 

Ⅰ 資産の部  

1. 流動資産   

    現金  113,961 

    普通預金  32,590,198 

    事業未収金  35,980,728 

    未収補助金  0 

    立替金  18,250 

流動資産合計 68,703,137 

2. 固定資産   

（1）基本財産   

    建物  581,068,109 

    土地  49,263,500 

減価償却累計額 △  △250,175,745 

     基本財産合計 380,155,864 

（2）その他の固定資産   

   建物  62,946,942 

     建物付属設備  47,391,585 

   構築物  28,744,990 

   機械及び装置  10,134,550 

   車両運搬具  18,932,805 

   器具及び備品  31,819,370 

減価償却累計額 △  △133,688,070 

権利  220,015 

その他の固定資産合計  66,502,187 

固定資産合計  446,658,051 

資産合計  515,361,188 

Ⅱ 負債の部   

1. 流動負債   

    事業未払金  17,027,140 

        1年以内返済予定設備資金借入金 20,298,277 

        1年以内返済予定長期運営資金借入金 5,392,000 

    預り金  2,121,675 

    賞与引当金  5,084,000 

流動負債合計  49,923,092 

2. 固定負債   

    設備資金借入金  52,683,381 

    長期運営資金借入金  0 

        退職給付引当金  10,154,520 



     固定負債合計  62,837,901 

      負債合計  112,760,993 

      差引純資産  402,600,195 

 

賃借対照表 

（令和2年3月31日現在） 

資産の部 負債の部 

流動資産 68,703,137 流動負債 49,923,092 

固定資産 446,658,051 固定負債 62,837,901 

基本財産 380,155,864 負債の部合計 112,760,993 

その他の固定資産 66,502,187 純資産の部 

 基本金 26,109,000 

国庫補助金等特別

積立金 
118,246,800 

次期繰越活動収支

差額 
258,244,395 

純資産の部合計 402,600,195 

資産の部合計 515,361,188 
負債及び純資産の

部合計 
515,361,188 

 

 

事業活動計算書 

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 

サービス活動増減の部 サービス活動収益 284,309,098 

 サービス活動費用 271,892,945 

 サービス活動増減差額 12,416,153 

サービス活動外増減の部 サービス活動外収益 1,469,330 

 サービス活動外費用 1,028,307 

 サービス活動外増減差額 441,023 

特別増減の部 特別収益 3,975,761 

 特別費用 1,111,948 

 特別増減差額 2,863,813 

当期活動増減差額 15,720,989 

繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 242,523,406 

当期末繰越活動増減差額 258,244,395 

その他の積立金取崩額 0 

その他の積立金積立額 0 

次期繰越活動増減差額 258,244,395 

 

 

 

 

 

 



資金収支計算書 

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 

事業活動による収支 事業活動収入 280,358,970 

 事業活動支出 246,922,507 

 経常活動資金収支差額 33,436,463 

施設整備等による収支 施設整備等収入 10,000,000 

 施設整備等支出 32,808,309 

 施設整備等資金収支差額 △22,808,309 

その他の活動による収支 財務活動収入 3,795,761 

 財務活動支出 6,367,947 

 財務活動資金収支差額 △2,572,186 

当期資金収支差額 8,055,968 

前期末支払資金残高 41,498,354 

当期末支払資金残高 49,554,322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監査報告書 
令和２年４月２４日 

 

社会福祉法人 弘友会 

理事長 小田桐 春美 殿                

社会福祉法人 弘友会 

監事 石田 清治 

監事 鈴木 恵津子          

 

私たち監事は、社会福祉法人「弘友会」の令和元年会計年度（平成３１年４月１

日から令和２年３月３１日まで）における業務及び財産状況等の監査を行いまし

たので、以下のとおり報告いたします。 

 

実施日時    令和２年４月２４日 午後１時３０分～午後３時 

実施場所    ケアハウス「サン・フラワー」内会議室 

立会者名    小田桐 春美、小田桐 健一、廣田 優子 

 

監査方法の概要 

 私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、業務執行理事等から職務

の執行状況について報告を受け、重要な決算書類等を閲覧し、本部及び主要な

施設において業務及び財産の状況を調査しました。また、事業報告書並びに会

計帳簿等の調査を行い、計算書類、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監

査を実施しました。 

 

監査結果 

 １．事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正し

く示しているものと認めます。 

各施設・事業所の運営状況につきましては、事業計画に基づき、順調に実

施されております。入居施設のケアハウス及びグループホームの稼働率は

安定しており、訪問介護事業所の事業収入も増え、デイサービスも堅実に

運営されております。また、居宅介護支援事業も運営理念に基づき、適切

に運営されております。 

 ２．計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示してい

るものと認めます。 

会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、計算書類の記載と合致して

いるものと認めます。また、税理士事務所による外部監査も行われており、

法人の財産、収支及び純資産の増減の状況の重要な点については適正である

と認めます。 

３．理事の業務執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。 

    


