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令和３年度決算報告書
社会福祉法人　京都老人福祉協会

貸　借　対　照　表
	 令和４年３月 31日現在	 （単位：円）

資金収支計算書
	 自　令和２年４月１日　至　令和３年３月 31日	 （単位：円）

事業活動計算書
	 自　令和２年４月１日　至　令和３年３月 31日	 （単位：円）

資 　 産 　 の 　 部 負 　 債 　 の 　 部
科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

流動資産

固定資産
　基本財産
　その他の固定資産

867,254,765

3,406,711,030
2,332,441,961
1,074,269,069

流動負債

固定負債

550,385,332

1,663,625,340

負債の部合計 2,214,010,672
純　資　産　の　部

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

次期繰越活動収支差額
(内当期活動収支差額 )

218,250,000
668,005,552
30,000,000

1,143,699,571
25,374,553

純資産の部合計 2,059,955,123
資　産　の　部　合　計 4,273,965,795 負債及び純資産の部合計 4,273,965,795

支 　 出 　 の 　 部 収 　 入 　 の 　 部
科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

人件費支出	
事業費支出

事務費支出	
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金

2,887,420,487
484,876,996

385,450,495
65,480,633
6,549,857
17,610,419
11,160,988

52,629

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入
その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

2,873,893,909
172,681,734
5,419,050

334,577,452
4,514,549

228,113,446
44,766,912
250,010,647

254,152
4,228,000

3,220
52,455,785

事業活動支出計 3,858,602,504 事業活動収入計 3,970,918,856
設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

105,480,000
9,335,700

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入

587,969

設備整備等支出計 114,815,700 施設整備等収入計 587,969
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
その他の活動による支出

107,470,000

6,613,527

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入

100,000,000

12,777,632
その他の活動支出計 114,083,527 その他の活動収入計 112,777,632

( 当期資金収支差額 ) -3,217,274
前期未支払資金残高 690,354,187

当期未支払資金残高 687,136,913
支　出　の　部　合　計 4,774,638,644 収　入　の　部　合　計 4,774,638,644

令和 4年 6月 26日の評議員会で承認されました。

支 　 出 　 の 　 部 収 　 入 　 の 　 部
科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

人件費
事業費

事務費	
就労支援事業費用	
利用者負担軽減額	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
徴収不能額	

2,885,102,727
484,936,216

385,450,495
65,480,633
6,549,857

154,153,837
△	67,200,497

52,629

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
その他の事業収益
サービス付高齢者住宅家賃収益
訪問給食事業収益
経常経費寄付金収益

2,873,893,909
172,681,734
5,419,050

334,577,452
4,514,549

228,113,446
44,766,912
250,010,647

4,287,220
サービス活動費用計 3,914,525,897 サービス活動収益計 3,918,264,919
借入金支払利息
その他のサービス活動外費用

17,610,419
13,355,515

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
その他のサービス活動外収益

254,152
3,220

905,800
33,055,283
4,722,150
13,772,552

サービス活動外費用計	 30,965,934 サービス活動外収益計	 52,713,157
固定資産除売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間区分繰入金費用
その他の特別損失

111,692
587,969

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益

587,969

特別費用計	 699,661 特別収益計 587,969
その他の積立金積立額 (当期活動増減差額 ) 25,374,553
次期繰越活動増減差額 1,143,699,571 前期繰越活動増減差額 1,118,325,018

その他の積立金取崩額
支　出　の　部　合　計 5,089,891,063 収　入　の　部　合　計 5,089,891,063
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