
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。 平成26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 72名 役員名簿 理事長 評議員  小田桐 清衛門      小田桐 春美  理事            佐藤 月雄  小田桐 春美       齋藤 直市  佐藤 月雄        比内 理佑  齋藤 直市        木村 健一  比内 理佑        小田桐 ひとみ  木村 健一        中田 祐介  監事            廣田 優子  坂田 啓一        高木 兼平  石田 清治        竹歳 彰               比内 光子               工藤 誠 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）     



○法人財務状況 財産目録 （平成26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  222,684     普通預金  51,786,708     定期預金  9,000,000     未収金  38,529,015     立替金  312,119         仮払金  3,000 流動資産合計 99,853,526 2. 固定資産   （1）基本財産       建物  581,068,109     土地  48,900,000 減価償却累計額 △  △150,708,679      基本財産合計 479,259,430 （2）その他の固定資産      建物  92,476,887    構築物  28,519,578    機械及び装置  10,934,550    車両運搬具  20,644,861    器具及び備品  39,982,553 減価償却累計額 △  △82,830,927 権利  220,015 その他の固定資産合計  109,947,517 固定資産合計  589,206,947 資産合計  689,060,473 Ⅱ 負債の部   1. 流動負債       未払金  11,235,106     預り金  2,270,457 流動負債合計  13,505,563 2. 固定負債       設備資金借入金  186,622,508     長期運営資金借入金  36,928,000     賞与引当金  7,031,000      固定負債合計  230,581,508       負債合計  244,087,071       差引純資産  444,973,402 



賃借対照表 （平成26年3月31日現在） 資産の部 負債の部 流動資産 99,853,526 流動負債 13,505,563 固定資産 589,206,947 固定負債 230,581,508 基本財産 479,259,430 負債の部合計 244,087,071 その他の固定資産 109,947,517 純資産の部  基本金 26,109,000 国庫補助金等特別積立金 144,741,927 その他積立金 0 次期繰越活動収支差額 274,122,475 純資産の部合計 444,973,402 資産の部合計 689,060,473 負債及び純資産の部合計 689,060,473   事業活動収支計算書 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 事業活動収支 事業活動収入 337,894,083  事業活動支出 280,072,592  事業活動収支差額 57,821,491 事業活動外収支 事業活動外収入 86,528,981  事業活動外支出 90,433,419  事業活動外収支差額 △3,904,438 特別収支 特別収入 0  特別支出 0  特別収支差額 0 当期活動収支差額 53,917,053 繰越活動収支 前期繰越活動収支差額 220,205,422 当期末繰越活動収支差額 274,122,475 その他の積立金取崩額 0 その他の積立金積立額 0 次期繰越活動収支差額 274,122,475          



資金収支計算書 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日 経常活動収支 経常活動収入 412,031,243  経常活動支出 333,836,293  経常活動資金収支差額 78,194,950 施設整備等収支 施設整備等収入 0  施設整備等支出 39,024,876  施設整備等資金収支差額 △39,024,876 財務活動収支 財務活動収入 0  財務活動支出 26,184,267  財務活動資金収支差額 △26,184,267 当期資金収支差額 13,488,768 前期末支払資金残高 72,859,195 当期末支払資金残高 86,347,963                               



監事監査報告書 平成26年4月28日  社会福祉法人 弘友会 
理事長 小田桐清衛門 殿                   社会福祉法人 弘友会 監 事  坂田 啓一    監 事  石田 清治      私たち監事は、社会福祉法人弘友会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について、定款第9条及び関連する法令・通知に従い、社会福祉法人監事監査要領に定められた監査手続きをいたしましたので報告いたします。  記  １．実施日時   平成26年4月28日 午後 1時30分～午後3時00分 ２．実施場所   ケアハウス「サン・フラワー」内会議室 ３．立会者名   小田桐 春美、 廣田 優子 ４．監査項目及び監査結果 監 査 項 目 監   事   意   見 １．役員の選任、理事の業務の執行状況 役員会は定期的に又は必要に応じて開催しており、役員会の決議により事業が実施されている。 ２．事業の実施状況について （事業報告書等） ケアハウス・グループホームの入居者数は満床で、デイサービス及び訪問介護事業所も利用者が増え、堅実に運営されている。また、居宅介護支援事業も運営理念に基づき、適切に運営されている。 ３．基本財産の管理の状況について （財産目録等） 法人が所有する土地及び建物は、その維持管理が確立されており、財産目録は決算の資料と共に整理保存されている。 ４．経理関係について （貸借対照表、収支計算書等） 平成 25 年度の事業報告書、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表は適正である。 ５．その他 （在宅サービス、地域福祉関係等） 介護保険制度に基づいて町内会等の行事やボランティア活動にも参加し、地域に密着したサービスを提供できるよう取り組んでいる。 ６．総括的意見等 法人及び施設等共に正しく運営されている。 
 


