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な ご み

面会について
こうのとり荘 ①11 時 ②14 時 ③15 時
コスモス荘
①10 時 ②15 時 30 分 の時間
で集会室の窓越しに面会いただいております。
❋希望される方は事前にご予約をお願いします。
❋面会者には面会票にて健康チェックと検温を
記入していただきます。

9月

特別養護老人ホームこうのとり荘
Tel 0796-24-4014 fax 0796-24-5484
E メール kou-tori@jeans.ocn.ne.jp
養護老人ホーム コスモス荘
Tel 0796-22-2915 fax 0796-29-0737
E メール cosmos@h-kounotori.com
居宅介護支援事業所こうのとり居宅支援センター
Tel 0796-24-7123 fax 0796-24-7130
E メール toyooka-shien@extra.ocn.ne.jp
デイサービスセンター加陽いちごの里
Tel 0796-29-0515 fax 0796-29-0516
E メール ichigonosato@estste.ocn.ne.jp
デイサービスセンター豊岡やなぎの里
Tel 0796-22-1121 fax 0796-24-9593
E メール yanaginosato@h-kounotori.com
発行責任者

磯橋

ホームページ

孝行

北但しゃかい

検索

ハンドベル演奏
虫のこえ、春の小川 など

二
人
羽
織

７月の九州豪雨において熊本県球磨
村の特別養護老人ホームの入所者 14 名
が川の氾濫で亡くなったことを受け、こ
うのとり荘とコスモス荘に豊岡市の備
蓄品を 10 着ずつ提供いただきました。
台風シーズンを迎え、浸水が想定される
ような豪雨時にはご利用者の階上避難
や職員の避難誘導等に活用していきた
いと考えています。

令和元年度社会福祉法人北但社会福祉事業会 決算
第1回理事会及び定時評議員会が開催され、令和元年度一般会計決算が承認されました。
以下のとおり報告します。
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資金収支計算書

事業活動収支計算書

自 平成31年4月1日 至 令和２年3月31日
（単位：円）
こうのとり荘事業活動収入計
690,099,574
こうのとり荘事業活動支出計
669,218,552
こうのとり荘事業活動資金収支差額
20,881,022
コスモス荘事業活動収入計
170,490,344
コスモス荘事業活動支出計
199,861,634
コスモス荘事業活動資金収支差額
△ 29,371,290
加陽いちごの里事業活動収入計
45,159,516
加陽いちごの里事業活動支出計
45,200,352
加陽いちごの里事業活動資金収支差額
△ 40,836
施設整備等収入計
8,822,086
施設整備等支出計
43,593,339
施設整備等資金収支差額
△ 34,771,253
その他の活動収入計
43,641,596
その他の活動支出計
53,301,437
その他の活動資金収支差額
△ 9,659,841
予備費
0
当期資金収支差額合計
△ 52,962,198

自 平成31年4月1日 至 令和２年3月31日
（単位：円）
こうのとり荘サービス活動収益計
687,652,137
こうのとり荘サービス活動費用計
707,462,504
こうのとり荘サービス活動増減差額
△ 19,810,367
コスモス荘サービス活動収益計
170,381,509
コスモス荘サービス活動費用計
206,332,378
コスモス荘サービス活動増減差額
△ 35,950,869
加陽いちごの里サービス活動収益計
45,032,700
加陽いちごの里サービス活動費用計
46,885,122
加陽いちごの里サービス活動増減差額
△ 1,852,422
サービス活動外収益計
14,109,721
サービス活動外費用計
9,924,200
サービス活動外増減差額
4,185,521
経常増減差額
△ 53,428,137
特別収益計
9,822,086
特別費用計
15,285,538
特別増減差額
△ 5,463,452
当期活動増減差額
△ 58,891,589
前期繰越活動増減差額
516,344,750
当期末繰越活動増減差額
457,453,161
その他の積立金積立額
13,558,964
次期繰越活動増減差額
443,894,197

前期末支払資金残高

366,248,410

当期末支払資金残高

313,286,212

※こうのとり荘には豊岡やなぎの里・こうのとり居宅支援センターが
含まれています。
※事業活動の収入・支出は、内部取引消去を含めていません。

※こうのとり荘には豊岡やなぎの里・こうのとり居宅支援センターが
含まれています。
※サービス活動の収益・費用は、内部取引消去を含めていません。

貸借対照表
令和２年3月31日現在
資産の部
流動資産
固定資産

資産の部合計

（単位：円）
負債の部

338,309,895 流動負債
1,351,044,565 固定負債
負債の部合計
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
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
1,689,354,460 負債及び純資産の部合計

64,967,139
157,396,550
222,363,689
213,584,976
401,579,840
407,931,758
443,894,197
1,466,990,771
1,689,354,460

安倍総理が辞任され、
新たに菅内閣が誕生しました。
健康上の理由という点では、コロ
ナで運動する機会が減り不健康
まっしぐらな私も他人事ではあり
ません。「コロナの前から体重は
増えてきていたと思うけど？」
そう言われたら返す言葉がない
ですが、新しい内閣にしても、全
てをコロナのせいで終わらせず
にこの逆境をバネにして飛躍し
てもらいたいです（Ｙ）

