
貸借対照表（令和４年３月 31日現在） （単位：円）

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産 729,159,664 流動負債 121,627,853
　現金預金 498,643,459 　事業未払金 45,699,137
　事業未収金 199,108,712 　1年以内返済予定設備資金借入金 32,184,000
　未収金 59,740 　1年以内返済予定リース債務 7,925,891
　未収補助金 26,043,485 　1年以内返済予定長期未払金 5,350,314
　立替金 526,395 　預り金 183,481
　前払金 4,664,412 　職員預り金 1,937,030
　仮払金 113,461 　賞与引当金 28,348,000
固定資産 2,227,827,255 固定負債 620,583,423
　基本財産 1,844,488,480 　設備資金借入金 491,090,000
　　土地 313,759,871 　リース債務 7,332,935
　　建物 1,527,728,609 　退職給付引当金 112,539,103
　　定期預金 3,000,000 　長期未払金 9,621,385
　 　 負債の部合計 742,211,276
　その他の固定資産 383,338,775 純資産の部
　　土地 2,922,000 基本金  第１号基本金 10,470,000 
　　建物 5,602,811 国庫補助金等特別積立金 949,258,235 
　　構築物 67,194,781 その他の積立金 131,025,777 
　　機械及び装置 1 　　修繕積立金（措置） 1,225,777 
　　車輌運搬具 630,968 　　人件費積立金（保育） 13,800,000 
　　器具及び備品 47,715,896 　　修繕積立金（保育） 28,000,000 
　　有形リース資産 13,584,131 　　備品等購入積立金（保育） 2,000,000 
　　ソフトウェア 825,607 　　設備等整備積立金 6,000,000 
　　無形リース資産 1,136,850 　　修繕積立金 80,000,000 
　　投資有価証券 11,000 次期繰越活動収支差額 1,124,021,631 
　　退職給付引当資産 112,539,103 （うち当期活動増減差額） 20,456,064 
　　修繕積立資産（措置） 1,225,777
　　人件費積立資産（保育） 13,800,000
　　修繕積立資産（保育） 28,000,000
　　備品等購入積立資産（保育） 2,000,000
　　設備等整備積立資産 6,000,000
　　修繕積立資産 80,000,000
　　差入保証金 75,000
　　長期前払費用 74,850 純資産の部合計 2,214,775,643 
資産の部合計 2,956,986,919 負債及び純資産の部合計 2,956,986,919

事業活動計算書（令和４年３月 31日現在） （単位：円）

勘　定　科　目 決　算　額 勘　定　科　目 決　算　額

サ
ー
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ス
活
動
増
減
の
部

収

　益

介護保険事業収益 1,362,215,007 サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

　益

借入金利息補助金収益 49,500
老人福祉事業収益 34,863,411 受取利息配当金収益 2,610
児童福祉事業収益 8,995,200 その他のサービス活動外収益 8,877,077
保育事業収益 142,954,765 サービス活動外収益計 8,929,187
補助金事業収益 378,700 費

　用

支払利息 6,455,825
経常経費寄附金収益 250,000 その他のサービス活動外費用 3,263,620
  サービス活動外費用計 9,719,445

事業活動外増減差額 -790,258
サービス活動収益計 1,549,657,083 経常増減差額 6,572,325

費

　用

人件費 992,186,156

特
別
増
減
の
部

収

　益

施設整備等補助金収益 14,115,000
事業費 220,807,947 固定資産売却益 59,740
事務費 230,750,380 特別収益計 14,174,740
利用者負担軽減額 966,715

費

　用

固定資産売却損・処分損 2
減価償却費 140,379,012 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 55,743,710 国庫補助金等特別積立金積立額 291,000
国庫補助金等特別積立金積立額 12,948,000 特別費用計 291,001

特別増減差額 13,883,739
当期活動増減差額 20,456,064
前期繰越活動増減差額 1,115,565,567
当期末繰越活動増減差額 1,136,021,631

サービス活動費用計 1,542,294,500 その他の積立金積立額 12,000,000
サービス活動増減差額 7,362,583 次期繰越活動増減差額 1,124,021,631

ごあいさつ

地域密着型特別養護老人ホームチアフル古城　　　　
施設長　伊藤　千景

敬長福祉会本部：〒984-0823　宮城県仙台市若林区遠見塚1丁目14番30号

編 集 長　伊藤　千景
編集委員　遠藤　聡美　泉　　京子
　　　　　高橋　由香　後藤　純子
　　　　　伊藤　初恵　後藤　恵子

　コロナ禍において今もなお、例年通りの活動は難しい状況が続いておりま
す。そんな中でも職員各々が工夫を凝らし、楽しめるような内容で日々活動
を行っております。
　今後とも頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。

　このご挨拶を書いている最近は汗ばむくらいの初夏の陽気と肌寒い日が混合している
今日この頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
　全世界的に新型コロナウィルス感染症が発生してから３度目の夏を迎えようとしてい
ます。目に見えないウィルスとの対峙は想像以上に長くこの３年間で我々の生活スタイ
ルも大きく変化してきました。福祉業界においては他業種に比べIT化が遅れており業界
がガラパゴス化していると言われていた事もありましたが、このコロナ禍で急激にICT
化が進んでおります。敬長福祉会でもオンライン面会やオンライン会議なども含め、
ICT化を取り入れた業務改善に真剣に取り組むきっかけでもありました。
　コロナウィルス感染症の発生から様々な制限や我慢を強いられる中で下を向くばかり
ではなく、逆境の中でも職員一同前を向いて新たに成長していく最適の機会ととらえ、
これまで同様に利用者様をはじめ法人に係る全ての皆様と笑顔の見える関係性を築きな
がら、時代の変化に柔軟性・創意工夫をもって取り組んでまいりたいと思います。

令和3年度 苦 情 受 付 報 告 苦情受付…3件　内第三者委員会付議…０件　苦情解決… 3件
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