
2019 年度 統括事業所万寿 事業報告・決算概要 
（養護老人ホーム「万寿園」・軽費老人ホームＡ型「第三万寿園」） 

 
 養護老人ホーム万寿園と軽費老人ホーム第三万寿園は同一建物内にあることから、日常の事業運営は

一体的に行っている。 
 
Ⅰ 事業運営  
 
現状報告  
 現在、東京都内の養護老人ホームは32カ所である。その内定員を満たしていない施設が16施設（50％）、

相談に応じ検討するとしている施設 10 施設も含めると 26 施設（約 81％）が空所のある施設となる。

とは言え、養護老人ホームに措置入所される多くの方は緊急性が高く、受入の調整は煩雑となり、職員

の業務へ影響をきたしている。 
 そのような現状のなか、養護老人ホーム（措置施設）の特性の一つと言えるご家族の協力が得られな

い方の後見人への引継ぎ、療養病棟及び特養へ移行への退所援助が必要な方が４～６名在籍し、支援援

助している状況ではあるが、稼働率や収支を考慮しながらサービス（支援・援助）の質を高めるため事

業運営を行っている。 
 ここ数年は、ほぼ緊急性の高い方の受け入れが多かったが、その効果からか、各実施機関からの相談

も増加し、待機者の確保ができるようになってきた。 
 東京都の軽費老人ホームについては 47 施設中、新型軽費・ケアハウスへ移行した施設が 39 施設とな

っている。その状況の中旧軽費の環境面及び老朽化の改善のため、今年度は自己財源により居室内等の

改修を行ったが、トイレ、洗面台、風呂等が共用であることから入所希望者が減少している。 
 
１ 利用実績等 
（1）養護老人ホーム万寿園 
ア 在籍者率 
・各月初日の年間在籍者率は 99.5％となった。前年度の 98.4％から上昇している。 

 
イ 入所状況 
・25 名の入所者があった。うち、入院先や救護施設から帰来先が無いケースが 8 件。家族 DV の

ケースが 8 件。在宅での独居継続が困難となるも、特養対象とはならないケースが 5 件と、高い割

合を占める。緊急性が無い養護待機者は基本的に個室を希望されるため、全室二人部屋の万寿園に

対しての紹介はほぼ無い。このため、虐待や立ち退き等の緊急性が高いケース、あるいは精神疾患・

パーソナリティー障害等の対応困難ケースの割合が高くなっている。 
 
ウ 退所状況 
・年間退所者 24 名のなか死亡 7 名、長期入院 7 名、介護保険施設入所 6 名であった。要介護状態

が重くなっていく利用者に対し、介護保険サービスも活用しながら出来るだけの対応を模索しつつ、

市区町村に対しては提案を基本とした丁寧で安心感のなか退所支援を行い、ご利用者、ご家族及び

実施機関との信頼関係の構築に努めている。 
 
エ 要介護認定者 
・全体の認定者率は前年度とほぼ変わらなく 41％であった。また、要介護度別の割合については、

大きな変化はないが要介護 1・2 の割合が若干減り、要支援 1・2 が若干増えた。この傾向は介護保

険認定審査会での判定の基本的な考え方の修正等によることから今後も続くと思われる。 
 
オ 介護サービス利用状況 
・ニーズとして入浴介助が必要な利用者が多く、デイサービスやヘルパーによる介助を受けている。

介護サービスの利用総量としては１割程度増え、特に歩行器や居室に設置する手すり等の貸与の利

用が増えている。 
 
カ 課 題 
・養護利用者には個室希望が多く、二人部屋の万寿園は入所者の確保に苦戦している。しかし、逆



に緩やかな見守りや声掛けがしやすい環境であり、認知症や精神疾患者の紹介が増えている。 
・上記を踏まえ、認知症や精神疾患の利用者への理解を深め、対応のスキルアップが必要である。

また、柔軟な入院対応も含めた精神科、多摩あおば病院との連携確保は引き続き非常に重要である。 
・大規模修繕により、二人部屋という前提は変わらないものの、ベッドのレイアウトや内装が大幅

に改善されたことによる生活環境について各市区町村に PR している。 
 
 
（2）軽費老人ホーム第三万寿園 

 ア 在籍者率 
・待機者は年間を通じて 20～30 名程度ある。退所があった場合には速やかな入所を行うことで、

前年度に引き続 99.3％の高い在籍者率となった。 
 しかし 100％の稼働率を目標にしているが、予測が出来ない月末退所への対応が課題である。 

 
イ 入所状況 
・今年度は 8 名が入所であった。傾向としてはＡＤＬの低下、軽度認知症や精神疾患などがあり、

入所直後から介護サービスの利用を開始されているケースが増えている。 
 
ウ 退所状況 
・9 名が退所。内訳は死亡 6 名、特養等入所 3 名。 

 
エ 要介護認定者 
・全体の認定者率は前年度 60％から 52％に減少している。退所者の多くは介護保険利用者が大半

であった。 
・自立前提の施設ながら、要介護１が 13 名、要介護２が 3 名、要介護３が 2 名となっている。 

 
オ 介護サービス利用状況 
・ヘルパーによる家事支援が一番多く、次いで通所介護、福祉用具貸与、ヘルパーによる入浴介助

と続くが、サービス利用の総量は減少している。 
 
カ 課 題 
・軽度認知症や精神疾患がある利用者への対応が増えている。 
・認知症や精神疾患の利用者に対して利用者間の理解や家族の協力がさらに必要になっている。 
・身元引受人を立てられない入所申込みが増えてきており、社協の権利擁護推進センターや成年後

見制度、後見 NPO 等の資源活用を推進していく必要がある。 
・現在の待機者数は十分とは言えない。その多くは心身機能の低下、身元引受人確保が困難など、

問題があるケースが多数含まれている。このため、待機者の状況を定期的にモニタリングし状況

把握によりスムーズに入所対応していくための検討の必要がある。 
 

２ 苦情処理  
ア 苦情処理報告 ０件 

 利用者の物損により施設で弁償したなど事故は起こったが、その状況と対応について説明す

ることで苦情にならず解決している。 
 

イ 苦情委員会への報告 
「苦情解決第三者委員と苦情解決責任者との懇談会」を開催しご意見を伺っている。今後は苦

情に至らなかったことも含め随時報告し意見を求める仕組みを検討する。 
 

３ 事故・ヒヤリハットの状況 

（１）事故報告（重大事故） 年間 25 件 
    ・概要 転倒による怪我 16 件（うち骨折 13 件・転倒による裂傷や打撲 3 件） 誤薬 4 件 

無断離設による保護 1 件 利用者の暴力 1 件 その他 3 件 
 
（２）軽微事故報告 年間 110 件 

   ・概要 転倒 77 件 介護サービスキャンセル忘れ 7 件 物損 5 件、食事関係 8 件 薬関係 5



件 無断離設による保護 2 件 その他 6 件  
  

（３）ヒヤリハット報告 年間 123 件 
  ・概要 転倒（怪我なし）87 件 利用者に関するもの 4 件 職員の対応に関するもの 25 件 

物品に関するもの 7 件 
 
 

４．福祉サービス第三者評価受審  

評価機関  特定非営利活動法人 ごとくの会 

実施時期  ２０１９年１２月より「利用者に対する調査」及び「事業評価」を受審。 

  

  評価としては「地域貢献活動の積極的な取り組み」「介護予防につながる楽しく参加しやすい

プログラムの工夫と取り組み」「入所受け入れを第一に据えた入所案内の実施」について高く評

価された。 

 「キャリアパスの一層の周知と個人別育成計画の作成」「事業計画の作成にあたり事業課題への 

成果・達成度評価を PDCA サイクルの流れに活かすこと」「非常勤職員を含めた研修成果の共有」 

について努力を要すると評価された。 

利用者調査では、7割をこえる高評価は、「入浴時間」「職員の接遇や態度」「病気やけがをした

時の職員の対応」の 3項目である。一方 4割を下回る評価となった項目は「外部の相談窓口に相

談できること」「サービス内容や計画の説明」の 2 項目であり、利用者に理解を得られるよう利

用者に合わせた説明が求められている。 

 

 

Ⅱ 事業課題への取り組み  
 

1 的確な支援計画と利用者本位の生活支援  

項 目 実施内容 

1 

利用者の意思を

尊重した、質の高

いケアの実践 

 

【取組状況】 

・支援計画策定において利用者の生活の希望を聞き、各職種からの意見をカ

ンファレンスで協議し、支援計画に反映させた。 

・ケース会議、ケースカンファレンス及びフロアミーティングで支援内容を

評価し見直しながら、会議録や「職員掲示板」で情報の共有化を図った。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

支援計画の目標を実現するため、支援のＰＤＣＡサイクルによる見直しと

改善。 

一貫した支援のための情報の周知徹底。 

職員の対人援助技術の向上。 

 

2 

利用者本位の生

活支援の実践 

 

【取組状況】 

・施設内で利用者対象のネイルサロン（福祉ネイル協会より派遣）を実施。 

・食事を楽しむ取り組み（お楽しみ食年２回実施や個別形態の細かな対応）。 

・大規模修繕のため、年度後半に多くの外出行事を予定していたが、新型コ

ロナウイルス感染拡大により外出行事は来年度に延期した。 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

利用者個別の要望に応える支援（個別支援） 

 利用者担当職員が利用者への働きかけを積極的に行い対応すべきことを

把握する。 

 

3 
安全対策の強化

及び事故防止の

【取組状況】 

・毎月実施する事故防止委員会で事故の検証と対策検討 

・ＰＴ指導による転倒防止のためのＰＴによる個別リハビリプログラム及び

評価の目安 
Ａ：目標の８０％位以上の成果を上げた 
Ｂ：８０～５０％位の成果に留まった 
Ｃ：５０％以下ないし実施しなかった 
 



徹底 

 

ＰＴと職員連携によるグループリハビリの実施 

【評価】：Ｂ 

【今後の課題】 

 迅速な事故報告書の作成と情報の共有 

ＰＴの意見を取り入れた施設内グループリハビリの実施による個別の効

果の検証。 
 

4 

 

 

 

 

施設運営へ利用

者意向の反映促

進 

 

【取組状況】 

・軽費及び養護のフロア別懇談会（７回）の実施 

・全利用者対象の利用者懇談会の年１回の実施。 

・福祉サービス第三者評価の受審。（利用者調査・事業評価） 

【評価】：Ａ 

【今後の課題】 

・2019 年度は大規模修繕があり、ホールを利用者の荷物置き場として活用し

たことや新型コロナ感染予防のことから全体懇談会が実施できず小規模

のフロア懇談会に変更し実施した。 

・担当支援員及び担当生活相談員の利用者意向のくみ取り今後の運営の検討 

・項目別利用者意向調査（アンケート）の実施 

 

5 

「健康の維持」

「食の楽しさ」に

向けた取り組み 

 

【取組状況】 

・食堂ごとに日程を変えて出来立て料理の提供した(ほかほかおにぎり、揚

げたてあつあつエビフライ)。 

・新しい提供方法として一部メニューでフロア配膳を増やし、食感良く提供

する取組を行った。 

・薬味類をセルフサービスに変更し提供範囲を増やした(軽費/養護 4F)。 

・嗜好によりメニューを選択し、小グループごとに出来立て料理を注文しな

がら喫食する「お楽しみ食」を年２回実施(※前期：鰻、お好み焼き、冷し

麺 後期：握りずし、ちゃんこ鍋、鍋焼うどん)。 

・伝統的な行事に合わせた料理(正月・敬老祝い膳、節句等)の提供。 

・提供する温度を重視した誕生祝い膳、バイキング料理等の提供。 

・利用者の要望、状況に合った治療食、代替食やキザミ食への細やかな対応。 

・利用者自身が行う調理活動の機会の提供(東村山第三中学寄贈のじゃが芋

芽取り、納涼大会用焼きトウモロコシのヒゲ取り)。 

・食材費等について検証し、来年度に向け新規業者や食材変更の検討を行っ

た(2020 年度より開始)。 

・調理従事者及びフロア配膳者の身体的負担を軽減させるため、台車等の変

更により器具の変更を行った。 

【評価】：Ａ 

【今後の課題】 

・適温喫食に向けた効率化を踏まえた配膳方法の工夫を行う。 

 

6 

医療機関との連

携協力に利用者

健康管理 

 

【取組状況】 

・医療機関と情報交換を密に行い、入退院判断及び入所者受診先との的確な

情報交換に努め、早期発見・早期治療が目指せた。 

【評価】：Ａ 

【今後の課題】 

・夜間緊急受診時に誰もが対応しやすく、古くなった「個人ファイル」更新

を進める。 

・緊急受診時にどのように動いたらよいのか、わかりやすく写真などを利用

してのマニュアル作成に取り組んでいく。 

 



２ 地域とともに支え合える施設つくり  

項 目 実施内容 

1 

 

 

 

 

 

 

 

地域支援・地域交

流の促進 

 

 

【取組状況】 

 ・近隣の学校・保育園との交流 

◎東村山西高等学校（年６回） 

近隣の高等学校の総合課程の授業の一環で１学年を受け入れ、利用

者と学生の交流を行った。 

大規模修繕の期間中であり、ホールも利用者の荷物置き場となって

いる中で、受け入れを継続実施した。 

受け入れは 3 年目となり、利用者にも交流会が定着し準備片付けも

利用者が主体的に行っている。今後も要請があれば積極的に受け入れ

を行う。 

◎東村山第三中学校萩山分校ブラスバンド部（年１回） 

◎富士見小学校３年生（年２回） 

◎南台小学校６年生（１回） 

◎保育園との交流は、保育園側が事故防止のため散歩を控える期間や、

万寿園の大規模改修、改修後の感染症による活動自粛により、保育園

の受け入れは行っていない。 

 ・地域交流納涼大会は万寿園・第二万寿園の大規模改修があり、園庭での

実施は安全なスペースの確保が困難なことから中止となった。そのこと

から 8 月に万寿園独自で、近隣の子供やそのご家族にお声掛けし、5Ｆ

ホールにて民生委員の協力を得て職員と「ふまねっと」や「ゲームコー

ナー」の交流イベントを行った。 

・「いきいき健康講座」は大規模修繕及び新型コロナウイルスによる活動

自粛のため実施しなかった。 

・東村山統括事業所共同の体操教室（毎週土曜日）、日曜レストラン(毎週

日曜日)は新型コロナウイルス感染症拡大により、2020 年 2 月より中止。 

・地域のイベント参加（東村山市民産業まつりの利用者参加など） 

・近隣施設との交流として、やきいも大会・釣り大会は実施。 

【評価】：  Ａ 

 

【今後の課題】 

 新型コロナウイルス収束後、地域住民と利用者との交流活動を再開する際

は、感染症の状況をみながら安全に配慮し慎重に受け入れを行っていく。 

 

2 

利用者ニーズに

応じた地域資源

の活用 

【取組状況】 

デイサービス、訪問サービス、訪問美容、訪問歯科、図書館、 

公民館 近隣学校や保育園の利用者交流等 

【評価】：Ｂ 

【今後の課題】 

ボランティアの受け入れ体制についての組織的な検討を行う。 

 

 

３ 健康管理・感染症対策 

項 目 実施内容 

1 
感染症予防等 

 

【取組状況】 

・今年度は熱発者・嘔吐の症状の利用者は数名あったが、「インフルエンザ」

「ノロウィルス」とも発症には至らなかった。また、職員が数名「インフ

ルエンザ A型」に罹患したが適切な出勤管理等により蔓延拡大することは

なかった。 



・感染症の疑わしい症状の利用者が発見された場合全職種による「感染症対

策会議」実施し共通認識のうえ対応を実施した。 

・今年度は 2月過ぎより「新型コロナウイルス」の発生により全国・全世界

中で感染が拡大してきている。この状況の中「厚生労働省」「東京都」な

どからの情報をもとに、法人内においても様々な検討を行ってきた。日々

変化する状況に対応すべき課題について職員への周知・対応を行ってい

る。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

利用者及び職員からの感染経路を把握することが蔓延を防ぐことから、

感染症が流行する前には非常勤職員も含めた感染症予防研修の継続と、感

染症発生時における拡大防止等の理解促進が必要と思われる。第一感染者

発生時及び状況の変化による対応として、速やかに「感染症対策会議」を

開催し全職員が共通の認識のなか対応を行う。 

感染症の時期には、1 日 3 回全館放送によるわかりやすい説明で注意点

を促す。 

  「新型コロナウイルス」への情報収集と対応及び事業継続を考えた準備

を継続する必要がある。 

 

2 
利用者の健康管

理 

【取組状況】 

・利用者健康診断･･検尿・血圧測定・体重測定（年２回実施）  

健康診断後には嘱託医に報告し再検査が必要な場合は行う。 

・今年度は歯科検診及び口腔内研修は研修する場所が取れなかった為行え

なかった。来年度は内容を充実した研修を行いたい。 

・嘱託医（内科 毎週１回）、精神科医（月１回） 

 （Dr.へ利用者の体調の状況を伝え指示を仰ぐ。） 

・理学療法士（月１回訓練実施）、音楽療法士（毎週１回）  

・利用者の体力測定（年１回） 

・今年度当初から検討を行ってきた転倒予防のための施設内リハビリ活動

を 2月より月 2回～3回開始した。 

【評価】： B  

【今後の課題】 

利用者の身体機能の維持向上のためのプログラムの工夫。 

転倒事故が多いため、今年度から新たに開始した施設内リハビリ活動に

よる下肢筋力向上の運動をすすめていく。 

年々増加傾向にある受診付き添いが必要な利用者の受診時の情報を全

職種で共有を図る。 

服薬管理利用者の増加を踏まえ保管および事故防止のための管理の徹

底を図る。 

誤薬の要因となることについては常日頃から状況を把握し、改善点の検

討を行う。 

 

3 
医療機関等との

連携 

【取組状況】 

・協力医療機関として協定を継続する。（緑風荘病院、多摩あおば病院、

富士見歯科） 

・地域の他の医療機関との連携による受診・入院等（長期療養含む）につ

いて、看護・相談が積極的に取り組んだ。（東大和病院、多摩北部医療

センター、久米川病院、国分寺病院、一橋病院、新山の手病院、白十字

病院、片岡眼科、徳島眼科など） 

【評価】： Ａ 



【今後の課題】 

外部での定期通院が困難になった利用者が多いため、外部の医療機関にか

かる利用者の割合が減少し、嘱託医に施設内で受診する利用者が増加する

一方である為、嘱託医との連携をさらに深めていく。 

 

 

 

４ 施設設備の維持管理・安全管理(災害対策) 

項 目 実施内容 

1 

建物の老朽化に

伴う設備等の改

修 

【取組状況】 

昨年度から今年度にかけて、建物・設備の大規模な改正を行った。改

修場所としては全居室及び廊下、食堂等の共有個所であり、特に養護の

居室 2人部屋についてはプライバシーの改善を図ることが出来た。なお、

養護の改修については、東京都からの補助を受け行った。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

ご利用者が生活する中で、清潔感と快適な空間の維持に努める必要があ

る。 

 

2 
生活環境の改善

等 

【取組状況】 

・養護・軽費の全居室の今は使われていないファンコイルの撤去による居住

スペースの改善を行った。 

・養護居室については照明及び収納スペースの更新を行った。 

・改修していない食堂・教養室・廊下の改善を行った。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

・改修した個所の維持管理及び使用しやすい環境について検討していく必要

がある。 

 

3 
安全管理・防災対

策 

【取組状況】 

・非常勤も含め全職員を対象に定期的に訓練を実施した。 

・安勢衛生委員会で施設内の危険個所の見回りチェックを実施した。 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

・BCP マニュアルに基づく大規模災害時対応マニュアルの見直し 
・感染症対策マニュアルの見直し 
・施設内の危険個所の見回り点検の定期的実施 
 

 

 

５ 職員スキルの向上等  

項 目 実施内容 

1 
定例の課題別職

場研修 

【取組状況】 

・「虐待チェックリスト」による虐待防止研修 

・腰痛予防研修（全職員対象） 

・感染症研修（年２回 全職員対象） 

・外部の研修に行った職員による研修報告（15分研修） 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

・研修に参加した職員の理解度の把握と研修の効果を個々の面接時に確認し

たが、今後は集約し全職員に周知する。 

・コンプライアンス研修、サービスマナー研修をしっかりと実施し、利用者



接遇のサービス向上を図る 

・非常勤職員に対する研修の実施。 

 

2 
外部研修・研究発

表等 

【取組状況】 

・「安全運転管理」参加 

・食品衛生実務講習会 調理員参加 

・食品衛生法改正に伴う説明会 栄養士参加 

・人権研修 相談員・支援員 参加 

・東村山施設連絡会テーマ別研修に参加 

・市内の他法人の特養・通所介護に「短期派遣研修」支援員・栄養士派遣 

・大正大学出前講座に参加（非常勤職員含む） 

・各施設長及び相談員部会に参加など 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

職員の希望に応じた外部研修に年１回の参加を目標に、本人の参加希望

と施設として望む外部研修の情報により計画の作成。 

 

 

 

 

Ⅲ 2019 年度万寿園・第三万寿園拠点区分決算概要  
    
  今年度の特記事項（前年比較） 

 
 １ 万寿園 

   ・サービス活動収益は、入所者の増加等により 2,398 千円増加している。 

   ・事業費は、大規模改修に合わせて居室家具の購入や前年度は事務雑費に計上していた介護サー

ビス支弁額を本人支給金に勘定科目を変更したため、12,584 千円増加している。 

   ・減価償却費、国庫補助金等特別積立金取崩額は、大規模改修による資産増加に伴い、償却額が

増加している。 

   ・特別収益、特別費用は、大規模改修に伴う補助金収益、国庫補助金等特別積立金積立額を計上

しているため、前年度より増加している。 

   ・特別費用のその他は、過年度の減価償却不足による修正により増加している。 

 

   その他別紙のとおり 

 
 ２ 第三万寿園 

   ・サービス活動収益は、入所者の減少、前年度は寄附金の受け入れがあったため、1,708 千円減

少している。 

   ・事務費は、修繕費（収納及び押し入れ修繕）、手数料（第三者評価受審）等により 1,957 千円

増加している。 

   ・減価償却費は、大規模改修による資産増加に伴い、償却額が増加している。 

   ・特別費用のその他は、過年度の減価償却不足による修正により増加している。 

 

   その他別紙のとおり 

 
 

 

 

 

 



（１）事業活動計算書（概要） (単位：千円） 貸借対照表　（概要） (単位：千円）

333,126 330,727 2,398 103,627 122,550 △18,923
老人福祉事業収益 333,116 330,542 2,573 98,007 116,512 △18,505
その他 10 185 △175 5,582 5,984 △403

318,480 302,572 15,908 39 54 △15
人件費支出 182,204 177,407 4,796 526,931 489,478 37,453
事業費支出 98,103 85,519 12,584 233,914 142,251 91,663
事務費支出 24,500 29,079 △4,580 271 323 △52
減価償却費 28,270 22,662 5,607 4,289 5,618 △1,329
国庫補助金等特別積立金取崩額 14,596 12,096 2,500 0 29,864 △29,864

0 0 410 △410
0 727 138 588

14,646 28,155 △13,509 10,033 9,622 411
783 1,033 △250 96,785 96,785 0
708 731 △23 180,775 204,384 △23,609
75 302 △227 136 81 55

14,721 28,457 △13,736 630,558 612,028 18,531

35,844 54,825 △18,981

49,600 500 49,100 17,980 35,244 △17,264
施設整備等補助金収入 49,500 500 49,000 0 410 △410
その他 100 0 100 5,975 6,915 △940

67,312 6,900 60,412 1,455 1,193 263
固定資産売却損・処分損 17 0 17 310 1,277 △966
△国庫補助金特別積取崩額 0 0 0 10,123 9,786 337
国庫補助金等特別積立金積立額 49,500 500 49,000 10,033 9,622 411
拠点区分間繰入金費用 6,400 6,400 0 0 0 0
その他 11,396 0 11,396 10,033 9,622 411

△17,712 △6,400 △11,312 45,877 64,447 △18,570
134,063 134,063 0

△2,991 22,057 △25,048 105,700 65,609 40,091
前期繰越活動増減差額 46,739 24,682 22,057 277,560 301,169 △23,609

43,748 46,739 △2,991 67,357 46,739 20,618
その他の積立金取崩額 23,609 0 23,609 △2,991 22,057 △25,048
その他の積立金積立額 0 0 0 584,681 547,581 37,100

67,357 46,739 20,618 630,558 612,028 18,531

　　　　次期繰越活動増減差額 2019年度末積立資産残高 （退職給付引当資産を除く）
年間サービス活動費用の約 2.5 カ月分 96,785

180,775
　人件費積立資産
　施設整備等積立資産

負債及び純資産の部合計

資産の部合計

負債の部合計

純資産の部合計

基本金

　　構築物
　　車輌・器具備品
　　建設仮勘定
　　有形リース資産
　　ソフトウェア
　　退職給付引当資産
　　人件費積立資産
　　施設整備等積立資産

　　　２０１９年度  万寿園拠点区分決算概要

当年度
決算

前年度
決算

増減

サービス活動増減差額
サービス活動外収益　計

当期活動増減差額 国庫補助金等特別積立金

当期末繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

サービス活動外費用　計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

特別収益　計

特別費用　計

特別増減差額

当年度末 前年度末 増減

サービス活動収益　計

サービス活動費用　計

　　１年以内返済予定リース債務

流動負債

流動資産
　　現金預金
　　事業未収金
　　前払費用
固定資産
　　基本財産 建物

　　長期前払費用

　　事業未払金

　　未払費用
　　預り金
　　職員預り金

次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

　　賞与引当金
固定負債
　　リース債務
　　退職給付引当金

その他の積立金



（１）事業活動計算書（概要） (単位：千円） 貸借対照表　（概要） (単位：千円）

135,253 136,960 △1,708 30,364 34,661 △4,297
老人福祉事業収益 134,827 135,960 △1,134 30,186 34,388 △4,202
その他 426 1,000 △574 161 252 △91

129,919 131,449 △1,531 16 21 △5
人件費支出 90,099 95,069 △4,970 138,512 144,099 △5,587
事業費支出 24,879 24,877 1 78,058 55,960 22,099
事務費支出 9,867 7,910 1,957 90 108 △17
減価償却費 9,841 8,360 1,481 385 554 △169
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,768 4,768 0 0 8,908 △8,908

0 0 113 △113
154 28 126

0 10,009 10,745 △736
5,334 5,511 △177 21,280 21,280 0

141 174 △33 28,477 46,371 △17,894
312 351 △40 57 32 26

△171 △177 6 168,875 178,760 △9,884
5,163 5,334 △171 15,250 19,635 △4,385

6,535 9,806 △3,271

37 0 37 0 113 △113
その他 37 0 37 3,558 3,933 △375

0 0 3 △3
0 208 852 △643

7,277 2,500 4,777 4,948 4,927 21
固定資産売却損・処分損 6 0 6 10,009 10,745 △736
拠点区分間繰入金費用 2,500 2,500 0 0 0 0
その他 4,772 0 4,772 10,009 10,745 △736

△7,240 △2,500 △4,740 25,259 30,380 △5,120
57,456 57,456 0

△2,077 2,834 △4,911 23,536 26,223 △2,686
前期繰越活動増減差額 △2,950 △7,629 4,679 49,757 67,651 △17,894

△5,027 △4,795 △232 12,867 △2,950 15,816
その他の積立金取崩額 25,319 5,821 19,498 △2,077 2,834 △4,911
その他の積立金積立額 7,425 3,975 3,450 143,616 148,380 △4,764

12,867 △2,950 15,816 168,875 178,760 △9,884

　　　　 2019年度末積立資産残高 （退職給付引当資産を除く）
次期繰越活動増減差額 21,280
年間サービス活動費用の約 1.2 カ月分 28,477

次期繰越活動増減差額

特別費用　計

　人件費積立資産
　施設整備等積立資産

当期末繰越活動増減差額

サービス活動外費用　計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

特別収益　計

流動資産

固定資産

　　　２０１９年度  第三万寿園拠点区分決算概要

当年度
決算

前年度
決算

増減 当年度末

国庫補助金等特別積立金

前年度末 増減

サービス活動収益　計

サービス活動費用　計

サービス活動増減差額
サービス活動外収益　計

　　長期前払費用

特別増減差額

当期活動増減差額

　　建設仮勘定
　　有形リース資産

　　現金預金
　　事業未収金
　　前払費用

　　基本財産 建物
　　構築物
　　器具及び備品

流動負債

　　事業未払金

　　１年以内返済予定リース債務
　　未払費用

　　ソフトウェア
　　退職給付引当資産
　　人件費積立資産
　　施設整備等積立資産

　　退職給付引当金
負債の部合計

基本金

負債及び純資産の部合計
純資産の部合計

その他の積立金
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

　　預り金
　　職員預り金
　　賞与引当金
固定負債
　　リース債務

資産の部合計


