








児童養護施設

グイン・ホーム

_ 5 _

　照り付けられるような暑さが続く夏。こども

たちが楽しみにしている行事の一つであるキャン

プに行ってきました。

今年はコロナ禍ということもあり、３つのグループ

に分けて行いました。そのうちの一つについて記し

ます。

初めて参加するこどもたちには、写真を用いた説明

や下見に行くことで、不安の解消と、期待感の向上

に努めました。また、去年参加していたこどもが他のこどもたちに対して積極的に参加を

促す姿も見られました。

　迎えた当日、天候にも恵まれ、こどもたちの期待感は表情や行動にまで表れていました。

キャンプ場到着後は川遊びを楽しんでからバーベキューで空腹を満たし、花火をしました。

花火を終えたこどもたちは片づけをし、各々コテージに帰って休みました。

　次の日の朝、しっかりと休息を取り、元気いっぱいのこどもたちはアマゴ掴みに挑戦し

ました。逃げるアマゴを一生懸命追いかけ、一匹、また一匹と捕まえます。そうして捕ま

えたアマゴはその場で内臓処理をしてもらい、塩焼きにして皆で食べました。

　その後、こどもたちが向かった先はえばらの森。そこで

こどもたちは日本をはじめ、世界各国のカブトムシ、クワ

ガタムシと触れ合いました。カブトムシを両手に持ち、職員

に見せに来るこどもやカブトムシ同士で競わせている

こども、中には飛んでいるカブトムシから逃げまわる

こどももいました。

　アマゴ掴みや昆虫との触れあいを堪能したこどもたち

は、温泉で汗と疲れを流してから帰りました。

　１泊２日と少ない日程ではありましたが、普段の生活

ではなかなか見ることのできないこどもたちの姿の多く

がそこにはありました。

児童指導員　堀田 浩平

くるみの里でのキャンプ















第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備　考

管理費収入
児童福祉事業収入 515,606,440 530,933,056 △15,326,616
保育事業収入 80,074,569 84,967,449 △4,892,880
就労支援事業収入 13,393,180 12,500,880 892,300
障害福祉サービス等事業収入 666,845,891 667,632,371 △786,480
その他の収入
借入金利息補助金収入 1,390,000 1,221,768 168,232
経常経費寄附金収入 5,000,000 5,410,000 △410,000
受取利息配当金収入 9,976 10,968 △992
その他の収入 15,216,265 15,433,798 △217,533
流動資産評価益等による資金増加額
    事業活動収入計(1) 1,297,536,321 1,318,110,290 △20,573,969
人件費支出 987,522,311 974,359,206 13,163,105
事業費支出 185,895,715 184,382,182 1,513,533
事務費支出 120,153,926 120,176,169 △22,243
就労支援事業支出 12,757,860 51,676,392 △38,918,532
利用者負担軽減額
支払利息支出 3,472,644 3,451,682 20,962
その他の支出 4,492,230 7,497,549 △3,005,319
流動資産評価損等による資金減少額
    事業活動支出計(2) 1,314,294,686 1,341,543,180 △27,248,494
    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △16,758,365 △23,432,890 6,674,525
施設整備等補助金収入 4,040,000 △4,040,000
施設整備等寄附金収入 6,790,000 △6,790,000
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
    施設整備等収入計(4) 10,830,000 △10,830,000
設備資金借入金元金償還支出 31,150,514 31,159,679 △9,165
固定資産取得支出 33,303,369 34,539,338 △1,235,969
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出 22,000 △22,000
    施設整備等支出計(5) 64,453,883 65,721,017 △1,267,134
    施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △64,453,883 △54,891,017 △9,562,866
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入 30,914,482 61,072,218 △30,157,736
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
    その他の活動収入計(7) 30,914,482 61,072,218 △30,157,736
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出 9,854,788 9,705,410 149,378
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
    その他の活動支出計(8) 9,854,788 9,705,410 149,378
    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 21,059,694 51,366,808 △30,307,114
    予備費支出(10)      ―

    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △60,152,554 △26,957,099 △33,195,455

    前期末支払資金残高(12) 249,834,166 249,834,166
    当期末支払資金残高(11)+(12) 189,681,612 222,877,067 △33,195,455

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
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第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

児童福祉事業収益 530,933,056 523,453,853 7,479,203
保育事業収益 84,967,449 59,779,011 25,188,438
就労支援事業収益 12,500,880 10,701,824 1,799,056
障害福祉サービス等事業収益 667,632,371 674,019,193 △6,386,822
経常経費寄附金収益 5,410,000 530,000 4,880,000
その他の収益
    サービス活動収益計(1) 1,301,443,756 1,268,483,881 32,959,875
人件費 965,623,473 1,021,614,418 △55,990,945
事業費 184,383,289 209,260,236 △24,876,947
事務費 120,175,062 129,400,057 △9,224,995
就労支援事業費用 51,663,111 48,659,563 3,003,548
利用者負担軽減額
減価償却費 70,732,302 69,844,684 887,618
国庫補助金等特別積立金取崩額 △11,653,800 △11,919,483 265,683
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用
    サービス活動費用計(2) 1,380,923,437 1,466,859,475 △85,936,038
    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △79,479,681 △198,375,594 118,895,913
借入金利息補助金収益 1,221,768 1,395,641 △173,873
受取利息配当金収益 10,968 17,227 △6,259
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益 15,433,798 8,529,669 6,904,129
    サービス活動外収益計(4) 16,666,534 9,942,537 6,723,997
支払利息 3,451,682 3,830,627 △378,945
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用 8,050,344 2,602,450 5,447,894
    サービス活動外費用計(5) 11,502,026 6,433,077 5,068,949
    サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 5,164,508 3,509,460 1,655,048
    経常増減差額(7)=(3)+(6) △74,315,173 △194,866,134 120,550,961
施設整備等補助金収益 4,040,000 2,560,000 1,480,000
施設整備等寄附金収益 6,790,000 6,790,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益 497,160 6,058,520 △5,561,360
    特別収益計(8) 11,327,160 8,618,520 2,708,640
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損 1,141,878 3,568,873 △2,426,995
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額 2,560,000 △2,560,000
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失 514,884 61,662,355 △61,147,471
    特別費用計(9) 1,656,762 67,791,228 △66,134,466
    特別増減差額(10)=(8)-(9) 9,670,398 △59,172,708 68,843,106
    当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △64,644,775 △254,038,842 189,394,067
前期繰越活動増減差額(12) 1,663,081,686 1,790,052,962 △126,971,276
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,598,436,911 1,536,014,120 62,422,791
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15) 55,981,481 127,067,566 △71,086,085
その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,654,418,392 1,663,081,686 △8,663,294

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
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第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

当年度末 前年度末 増    減 当年度末 前年度末 増    減
流動資産 290,939,332 322,882,691 △31,943,359 流動負債 139,083,951 158,003,204 △18,919,253
  現金預金 117,567,776 148,669,102 △31,101,326   短期運営資金借入金
  有価証券   事業未払金 51,973,589 57,545,293 △5,571,704
  事業未収金 131,439,022 129,309,519 2,129,503   その他の未払金
  未収金   支払手形
  未収補助金 38,870,992 39,294,575 △423,583   役員等短期借入金
  未収収益   1年以内返済予定設備資金借入金 30,575,364 31,159,679 △584,315
  受取手形   1年以内返済予定長期運営資金借入金
  貯蔵品   1年以内返済予定リース債務
  医薬品   1年以内返済予定役員等長期借入金
  診療・療養費等材料   1年以内返済予定事業区分間長期借入金
  給食用材料   1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
  商品・製品 361,278 347,997 13,281   1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
  仕掛品   1年以内支払予定長期未払金
  原材料   未払費用
  立替金 642,245 961,391 △319,146   預り金 663,313 377,000 286,313
  前払金 2,765,482 △2,765,482   職員預り金 14,713,685 14,741,563 △27,878
  前払費用 2,058,019 1,434,625 623,394   前受金
  1年以内回収予定長期貸付金   前受収益 36,672 △36,672
  1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   事業区分間借入金
  1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   拠点区分間借入金
  1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金   サービス区分間借入金
  短期貸付金 100,000 △100,000   仮受金
  事業区分間貸付金   賞与引当金 40,807,600 54,142,997 △13,335,397
  拠点区分間貸付金   その他の流動負債
  サービス区分間貸付金   北区勘定
  仮払金   仮受消費税等
  繰延税金資産   未払消費税等 350,400 350,400
  その他の流動資産 固定負債 368,999,388 394,589,282 △25,589,894
  徴収不能引当金   設備資金借入金 272,017,076 302,592,440 △30,575,364
  仮払消費税等   長期運営資金借入金
  未払消費税等   リース債務
固定資産 2,751,743,097 2,840,607,460 △88,864,363   役員等長期借入金
 基本財産 2,341,531,219 2,373,372,295 △31,841,076   事業区分間長期借入金
  土地 466,991,533 466,991,533   拠点区分間長期借入金
  建物 1,874,539,686 1,906,380,762 △31,841,076   サービス区分間長期借入金
  定期預金   退職給付引当金 58,419,535 53,434,065 4,985,470
  投資有価証券   長期未払金 38,562,777 38,562,777
 その他の固定資産 410,211,878 467,235,165 △57,023,287   長期預り金
  土地 30,699,800 30,699,800   退職共済預り金
  建物 15,331,686 16,425,476 △1,093,790   本部経理区分
  構築物 38,088,485 40,084,915 △1,996,430   施設経理区分
  機械及び装置 1,260,000 △1,260,000   デイ経理区分
  車輌運搬具 2,954,597 4,968,231 △2,013,634   その他の固定負債
  器具及び備品 31,055,439 30,118,820 936,619 負債の部合計 508,083,339 552,592,486 △44,509,147
  建設仮勘定 363,000 363,000
  有形リース資産 基本金 338,479,661 338,479,661
  権利 687,733 421,280 266,453 国庫補助金等特別積立金 299,701,037 311,354,837 △11,653,800
  ソフトウェア 533,418 878,774 △345,356 その他の積立金 242,000,000 297,981,481 △55,981,481
  無形リース資産   人件費積立金 8,108,405 8,108,405
  投資有価証券   修繕積立金
  長期貸付金   備品等購入積立金
  事業区分間長期貸付金   退職共済積立金
  拠点区分間長期貸付金   施設改修積立金 141,790,442 197,771,923 △55,981,481
  サービス区分間長期貸付金   施設整備積立金 92,101,153 92,101,153
  退職給付引当資産 46,265,720 41,826,472 4,439,248   賞与積立金
  長期預り金積立資産   工賃変動積立金
  人件費積立資産 8,108,405 8,108,405   設備整備積立金
  修繕積立資産   退職給付引当積立金
  備品等購入積立資産   長期預り金積立金
  措置施設積立資産 次期繰越活動増減差額 1,654,418,392 1,663,081,686 △8,663,294
  施設改修積立資産 141,790,442 197,771,923 △55,981,481 （うち当期活動増減差額） △64,644,775 △254,038,842 189,394,067
  施設整備積立資産 92,101,153 92,101,153
  退職引当積立資産
  賞与引当積立資産
  工賃変動積立資産
  設備整備積立資産
  差入保証金 2,132,000 2,049,288 82,712
  長期前払費用
  その他の固定資産 100,000 520,628 △420,628 純資産の部合計 2,534,599,090 2,610,897,665 △76,298,575

資産の部合計 3,042,682,429 3,163,490,151 △120,807,722 負債及び純資産の部合計 3,042,682,429 3,163,490,151 △120,807,722

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資    産    の    部 負    債    の    部

純  資  産  の  部






