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7/３、こうのとり荘では「七夕のど自慢大会」を開催しました。
利用者のみなさんにお手伝いいただき、たくさんの短冊をつけて
いただきました。
願いをのせた歌声は、遠い天の川の織姫と彦星にも届くことでしょう。
今後の予定
８月２日（金）20：00～
柳まつり 花火大会見物
８月６日（火）13：30～
物故者追悼式（こうのとり荘集会室）
８月 22 日（木）18：30～
盆踊り大会（こうのとり荘・コスモス荘）
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北但しゃかい

検索

毎年秋に行っておりました、当法人のお祭りである、「いちどきん祭」を今年は 6 月に開催させて頂きました。
当日はあいにくの雨模様でしたが、多くの方にご来場頂き、大変盛況なお祭りとなりました。

お世話になったボランティアの皆さま
・豊岡総合高校吹奏楽部

・二木会

・株式会社翁

・ハワイアンフラ（ｶﾊﾟｰﾌﾗｵｶ・ｲﾘﾏﾚｲ・ｱｰﾋﾟｷ）
・日高高校わたぐも会

・こうのとり荘家族会

・更生保護女性会

・誠心よさこい

・かどの駄菓子屋

・らくらくベーカリー

etc

トライやるウイーク（6/3～7）
豊岡南中学校２年生の生徒さんが来てくれました！この経験が
将来役に立ってくれることを期待しています。

コスモス荘

喫 茶

フィルター掃除

整 容

豊岡やなぎの里

レクリェーション

ホットケーキ作り

ちぎり絵作成中

食器の片付け

平成30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、平成30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。

収入の内訳
（単位：千円）
介護保険
763,221
事業収入
老人福祉
事業収入

122,170

その他
計

支出の内訳
（単位：千円）
人件費
622,080
支出

その他
2%
老人福
祉事業
収入
14%

19,718

介護保
険事業
収入
84%

905,109

事業費
支出

121,165

事務費
支出

53,157

積立資産
支出

50,373

その他

28,824

計

積立資
産支出
6%

その他
3%

事務費
支出
6%
事業費
支出
14%

人件費
支出
71%

875,599

資金収支計算書

事業活動収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
（単位：円）
こうのとり荘事業活動収入計
682,177,937
こうのとり荘事業活動支出計
603,563,742
こうのとり荘事業活動資金収支差額
78,614,195
コスモス荘事業活動収入計
173,838,862
コスモス荘事業活動支出計
165,950,166
コスモス荘事業活動資金収支差額
7,888,696
加陽いちごの里事業活動収入計
46,831,853
加陽いちごの里事業活動支出計
41,513,302
加陽いちごの里事業活動資金収支差額
5,318,551
施設整備等収入計
1,335,000
施設整備等支出計
24,100,053
施設整備等資金収支差額
△ 22,765,053
その他の活動収入計
10,826,770
その他の活動支出計
50,373,446
その他の活動資金収支差額
△ 39,546,676
予備費
0
当期資金収支差額合計
29,509,713

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
（単位：円）
こうのとり荘サービス活動収益計
676,062,650
こうのとり荘サービス活動費用計
642,880,707
こうのとり荘サービス活動増減差額
33,181,943
コスモス荘サービス活動収益計
173,686,572
コスモス荘サービス活動費用計
173,348,425
コスモス荘サービス活動増減差額
338,147
加陽いちごの里サービス活動収益計
46,784,350
加陽いちごの里サービス活動費用計
43,367,968
加陽いちごの里サービス活動増減差額
3,416,382
サービス活動外収益計
16,345,482
サービス活動外費用計
7,459,393
サービス活動外増減差額
8,886,089
経常増減差額
45,822,561
特別収益計
1,335,000
特別費用計
14
特別増減差額
1,334,986
当期活動増減差額
47,157,547
前期繰越活動増減差額
509,794,447
当期末繰越活動増減差額
556,951,994
その他の積立金積立額
40,607,244
次期繰越活動増減差額
516,344,750

前期末支払資金残高

336,738,697

当期末支払資金残高

366,248,410

※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
平成31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

397,424,637 流動負債
1,370,833,869 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
1,768,258,506 負債及び純資産の部合計

69,171,962
149,891,704
219,063,666
213,584,976
424,892,320
394,372,794
516,344,750
1,549,194,840
1,768,258,506

人事異動により、７月から３つの事業所で生活相談員の交代がありました。
新旧の生活相談員からご挨拶をいたします。
なかやまみつひろ

中山光広と申します。私は、介護員がまだ寮父と呼ばれ
ていた頃の平成 4 年に入職しました。それから早 27 年が
経ち、このたび初めて総務課へ異動になりました。これま
では生活相談員として、こうのとり荘のご利用者、ご家族に関わる仕
事がメインでしたが、これからは、当事業会全体を見据えた仕事にな
ると思います。どうぞ、宜しくお願いいたします。
ご利用者の皆さまをはじめ、ご家族の皆さまにはいつも

生活相談員が代わりました！

暖かいご支援とご協力を頂き、心からお礼と感謝を申し上
こ う み

げます。この度、こうのとり荘へ異動になりました、河見
ま

き

真紀と申します。ご利用者の皆さまが穏やかに安心して生活できるよ
うにサポートしていくと同時に、ご家族の皆さまにも安心していただ
けるように努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
このたび、豊岡やなぎの里でセンター長に就任いたしま
はら

つねひこ

した 原 恒彦です。私は、平成 19 年１月に特別養護老人
ホームこうのとり荘に入職し、平成 25 年度より養護老人
ホームコスモス荘にて勤務してまいりました。デイサービスでの勤務
は初めてで戸惑いもありますが、早く皆さまに受け入れていただける
よう、笑顔で頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
この度、コスモス荘の生活相談員として勤務させて頂くこ
お が わ

のぞみ

とになりました、小川 望 と申します。６月末までは、こう
のとり荘にて生活相談員をしておりました。初めての養護
老人ホームでの勤務となり、多少の不安もございますが、ご利用者の
皆さま、地域の皆さまの笑顔に繋がるよう、精一杯努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

お知らせ
こうのとり荘からコスモス荘にかけ
て、建物の外壁塗装工事が始まり、すで
に一部作業用の足場が組まれています。
ご利用者様を始め、ご家族様、近隣住
民の皆さまにはご迷惑をおかけいたしま
すが、秋頃には綺麗になった施設をご覧
いただけると思います。
楽しみにしていてください！

いちどきん祭や七夕のど自慢大会な
ど、いくつか催し物が開催されました。
どの写真を見ても笑顔がたくさん見ら
れ、大変嬉しく思っています。これからも様々な
催し物を予定しています。暑い日が続くかと思い
ますが、ご利用者の皆様と共に、元気に楽しんで
いきたいと思います。皆さまも体調を崩されませ
んようご自愛なさって下さい。（Ｔ）

