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社会福祉法人十日町福祉会 



２　経営方針

○人権の尊重

○地域との共生

○人材育成、適切な人事・労務管理の実践

○財務基盤の安定化と公共的・公益的取組の推進

３　職員の行動規範

○その行動は、お客様の喜びと満足につながっていますか。

○その行動は、お客様の立場に立ったものですか。

○その行動は、お客様の希望に沿ったものですか。

○その行動は、お客様の自立支援につながるものですか。

○その行動は、あなたの自己実現につながるものですか。

４　法人の概要

（１）法人概要

区分 定員
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20

30

75

36

18

20

25
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昭和６３年１０月　１日

特別養護老人ホーム

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（通常型）

あかね園

三好園しんざ老人短期入所事業

三好園

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（認知症型）

老人短期入所事業

十日町福祉会は、社会福祉事業を通じて、多様な福祉課題に積極的かつ主体的に取り組み、地域社会
の豊かな発展と充実に貢献します。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

ケアハウス

知的障害者更生施設

平成　６年　４月　１日

平成１６年　５月　１日

三好園

あかね園

三好園しんざ

三好園四ツ宮

みよし台

なかまの家

平成２０年１０月　１日

理事１０名、監事２名、評議員２２名

老人短期入所事業 三好園

昭和６３年　４月　１日

昭和５７年　４月　１日

三好園

安定的な財務基盤の確立のもと、地域の福祉ニーズに即応した先駆性、開拓性のある社会貢献を推進します。

主たる事務所の所在地

平成　６年　４月　１日

１　経営理念

平成２１年度社会福祉法人十日町福祉会事業と財務の状況(概要)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

法人名

代表者氏名

お客様の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ

安心・安全なサービスに提供に努めます。

地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、関係諸機関との連携・協働により地域の福祉課題に、

取り組みます。

経営の持続と発展を図るため人材の育成に努め、職員の自己実現に寄与するとともに、適切な人事・労務

管理を実践します。

（２）事業の一覧

平成　６年　４月　１日

平成１６年　５月　１日

昭和６３年　４月　１日

社会福祉法人十日町福祉会

理事長　近藤　哲雄

新潟県十日町市新座甲６０９番地２

平成２０年　７月　１日認可年月日・番号

事業開始年月日

　

設立登記年月日

役員数

平成１９年　７月　１日

平成１４年　４月　１日

施設・事業の種類 施設・事業所名称

第１種社
会福祉事
業
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38

30

25

 

 

 

32

 

40

14

25

（４）

（5）

（4）

（5）

（7）

受託事業 15

公益を目
的とする
事業

介護保険法に定める訪問調査の受託等

地域包括支援センター

平成１６年　５月　１日

平成１９年　７月　１日

平成１６年　５月　１日

平成１７年　４月　１日

千手かたくり

あかね園

あかね園

訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ

訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ

グループホーム

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所

千寿さくら荘 平成１９年　４月　１日

三好園しんざ

障害福祉サービス事業所

（３）職員総数

411人　（平成２２年３月３１日現在）

小規模多機能型居宅介護事業

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

相談支援事業

移動支援事業 あおぞら 平成１２年　４月　１日

平成１６年　１月　１日

第２種社
会福祉事
業

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

十日町市川西高齢者コミュニティハウス

平成１２年　４月　１日

平成１２年　４月　１日

居宅介護支援事業所

あおぞら

障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ

平成１６年　５月　１日

平成１８年　４月　１日

居宅介護支援事業所

５　事業総括

○重点目標への取り組み

①　経営体制の確立

訪問看護ステーション 三好園しんざ

経営の一元化を図るために、本部職員を増員し、人事、労務管理、給与等に係る機能、事務を法人本部
に集中しました。

②　職員の待遇改善

新採用職員に対する法人の研修プログラムを作成し、4月採用職員に対して実施しました。

④　新規事業の取組み

（1）十日町市第4期介護保険事業計画に係る施設整備の公募に参加し、指定予定事業者の決定通知を
受けました。平成23年4月開所に向けて作業を進めています。

③　研修体系の確立

平成１８年　４月　１日

平成１２年　４月　１日

あおぞら

ワークセンターなごみ

三好園しんざ

平成　５年　４月　１日

平成１６年　５月　１日

あかね園

三好園四ツ宮

平成１４年　４月　１日

平成１９年　４月　１日

平成１８年　４月　１日

平成１９年　７月　１日

三好園しんざ

三好園

国が実施する介護職員処遇改善交付金事業及び福祉・介護人材処遇改善事業を受けて全職員を対象と
し昇給及び一時金の支払いによる給与改善を実施しました。

三好園四ッ宮

平成１８年１０月　１日

なかまの家

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（2）十日町市第2期障害福祉計画に係る施設整備として十日町市中条地内に土地、建物を取得。「グルー
プホームかんぱら」として平成22年4月から使用します。

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑすずらん

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしんまちひまわり

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやまゆり

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ千手かたくり

三好園しんざ

訪問介護ｽﾃｰｼｮﾝ

ﾌｧﾐｰﾙ川西

平成　６年　４月　１日

みよし台

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑしんざ

平成１２年１０月　１日

平成１３年　５月　１日

平成１４年　６月　１日

障害福祉サービス事業所 なごみの家 平成１０年　４月　１日

川西事業所 平成１２年　４月　１日

平成１６年１０月　１日

平成２１年　４月　１日
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（6）法人全体に係る重要事項について検討協議を行うため下記の委員会を設置しました。

　○介護職員等給与改善検討委員会

（7）地域住民や関係者に対して、法人（施設・事業所）の活動を正しくまた遍く伝えることを目的とし広報紙
を発行しました。また法人のホームページを開設しました。

（1）理事会を6回開催し31議案、評議員会5回開催し28議案を審議・議決されました。

（2）監査を２回実施し法人における平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日までの事業年度の業務執行状
況、財産の状況及び財務の状況の監査を実施しました。

○　主要事項

　○広報委員会

　○職位整合・統一検討委員会

⑤　人事考課制度の試行

（3）視察研修を実施し「福祉の駅千秋」「健康の駅しなの」を視察しました。

平成２３年度より導入することを決定しました。導入に向けた具体的事項を協議するため、人事考課導入準
備委員会を設置しました。

（4）法人として一体的な経営を行うため経営会議を行いました。14回開催しました。

（5）経営体質の強化を目的とした経営分析会議を行いました。3回開催しました。

⑥　対外活動

（１）ユニットリーダー研修実地研修で研修生89名（延べ445日）の受入れを行いました。

（2）在日フィリピン人ヘルパー研修を行い、参加者全員（12名）がヘルパー2級課程を修了しました。
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（単位：円）

879,032,273 175,364,141

現金預金 506,787,880 買掛金 1,996,833

有価証券 10,010,000 未払金 84,025,796

商品・製品 1,418,501 預り金 676,964

原材料 1,200,701 賞与引当金 88,664,548

未収金 354,247,633 1,676,539,270

立替金 1,643,091 設備資金借入金 1,676,539,270

前払金 3,724,467 1,851,903,411

6,083,506,062

5,301,249,857 122,260,902

建物 4,393,424,098 2,441,579,994

土地 880,525,759 480,805,381

基本財産特定預金 27,300,000 移行時特別積立金 52,122,228

782,256,205 人件費積立金 156,800,000

建物 25,943,782 施設整備等積立金 162,783,153

建物付属設備 95,459,942 修繕積立金 74,100,000

構築物 74,906,396 備品等購入積立金 35,000,000

機械及び装置 20,295,813

車輌運搬具 23,115,952

器具及び備品 56,015,562

権利 110,000

ソフトウエア 726,837

建設仮勘定 4,830,000 2,065,988,647

移行時特別積立預金 52,122,228 69,328,315

その他の積立預金 428,683,153

その他の固定資産 46,540 5,110,634,924

6,962,538,335 6,962,538,335

資　産　の　部 負　債　の　部

平成２１年度　社会福祉法人十日町福祉会　貸借対照表

(自）　平成21年4月1日　（至）　平成22年3月31日

勘定科目法人全体 法人全体勘定科目

平成２２年３月３１日現在

資産の部合計

基本金

国庫補助金当特別積立金

負債及び純資産の部合計

その他の積立金

純資産（資本）の部合計

（うち当期活動収支差額）

（基本財産）

（その他の固定資産）

流動資産

固定資産

次期繰越活動収支差額

純　資　産　の　部

固定負債

負債の部合計

流動負債
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（単位：円）

法人全体

介護保険収入 1,718,470,558

自立支援費収入 445,440,042

利用料収入 1,338,774

補助事業等収入 30,877,627

事業収入 7,646,541

経常経費補助金収入 48,015,394

寄附金収入 5,967,200

雑収入 22,852,416

借入金利息補助金収入 12,916,784

受取利息配当金収入 1,849,802

会計単位間繰入金収入 3,940,000

経理区分間繰入金収入 120,700,586

経常活動収入計　（１） 2,420,015,724

人件費支出 1,451,212,926

事務費支出 258,221,200

事業費支出 301,146,786

利用者負担軽減額 1,381,552

借入金利息支出 28,822,011

会計単位間繰入金支出 3,940,000

経理区分間繰入金支出 120,700,586

経常支出計　（２） 2,165,425,061

254,590,663

就労支援事業収入 27,504,437

就労支援事業収入計　（４） 27,504,437

就労支援事業支出 26,971,462

就労支援事業支出計　（５） 26,971,462

532,975

施設整備等補助金収入 9,351,000

固定資産売却収入 7,035

施設整備等収入計　（７） 9,358,035

固定資産取得支出 48,920,035

施設整備等支出計　（８） 48,920,035

△39,562,000

借入金元金償還補助金収入 61,952,000

積立預金取崩収入 4,083,153

その他の収入 43,033

財務活動収入計　（１０） 66,078,186

借入金元金償還金支出 137,360,000

積立預金積立支出 75,805,381

その他の支出 38,000

財務活動支出計　（１１） 213,203,381

△147,125,195

0

68,436,443

721,277,035

789,713,478

経常活動収支差額　（３）＝（１）－（２）

支
出

収
入

平成２１年度　社会福祉法人十日町福祉会　資金収支計算書

(自）　平成21年4月1日　（至）　平成22年3月31日

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目

就
労
支
援
事
業
活

動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ

る
収
支

収
入

支
出

就労支援事業活動収支差額　（６）＝（４）－（５）

施設整備等収支差額　（９）＝（７）－（８）

当期資金収支差額合計　（１４）＝（３）+（６）+（９）+（１２）-（１３）

前期末支払資金残高　（１５）

当期末支払資金残高　（１６）

収
入

支
出

支
出

収
入

財
務
活
動
に
よ
る
収
支

財務活動収支差額　（１２）＝（１０）－（１１）

予備費　（１３）
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（単位：円）
法人全体

介護保険収入 1,718,470,558

自立支援費収入 445,440,042

利用料収入 1,338,774

補助事業等収入 30,877,627

事業収入 7,646,541

経常経費補助金収入 48,015,394

寄附金収入 5,967,200

雑収入 22,852,416

借入金元金償還補助金収入 61,952,000

国庫補助金等特別積立金取崩額 166,030,813

事業活動収入計　（１）　 2,508,591,365

人件費支出 1,451,212,926

事務費支出 258,221,200

事業費支出 301,146,786

利用者負担軽減額 1,381,552

減価償却費 276,484,456

引当金繰入 88,664,548

事業活動支出計　（２） 2,377,111,468

131,479,897

借入金利息補助金収入 12,928,184

受取利息配当金収入 1,838,402

会計単位間繰入金収入 3,940,000

経理区分間繰入金収入 120,700,586

事業活動外収入計　（４） 139,407,172

借入金利息支出 28,822,011

会計単位間繰入金支出 3,940,000

経理区分間繰入金支出 120,700,586

事業活動外支出計　（５） 153,462,597

△14,055,425

就労支援事業収入 27,504,437

就労支援事業収入計　（７） 27,504,437

就労支援事業支出 27,504,437

就労支援事業支出計　（８） 27,504,437

0

117,424,472

施設整備等補助金収入 9,351,000

固定資産売却益 7,034

その他の特別収収入 43,033

特別収入計　（１１） 9,401,067

固定資産売却損・処分損 27,574

その他の特別支出 38,000

国庫補助金等特別積立金積立額 57,431,650

特別支出計　（１２） 57,497,224

△48,096,157

69,328,315

2,068,382,560

2,137,710,875

4,083,153

75,805,381

2,065,988,647

平成２１年度　社会福祉法人十日町福祉会　事業活動収支(損益)計算書
(自）　平成21年4月1日　（至）　平成22年3月31日

勘定科目

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収
入

支
出

　事業活動外収支差額　（６）＝（４）－（５）

事
業
活
動
収
支
の
部

収
入

支
出

　事業活動収支差額　（３）＝（１）－（２）

　当期活動収支差額　（１４）＝（７）+（１３）

　経常収支差額　（１０）＝（３）+（６）+（９）

就
労
支
援
事
業

活
動
収
支
の
部

収
入

支
出

就労支援事業活動収支差額(９）＝（７）－（８）

特
別
収
支
の
部

収
入

　特別収支差額　（１３）＝（１１）－（１２）

繰
越
活
動
収
支

差
額
の
部

　前期繰越活動収支差額（１５）

　当期末繰越活動収支差額（１６）＝（（１４）+（１５）

　その他の積立金取崩額　（１７）　

　その他の積立金積立額　（１８）

　次期繰越活動収支差額(１９）＝（１６）+（１７）-（１８）
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