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祝 100歳
ダンディー安田 が
阪神タイガースの
応援に甲子園球場へ
応援用のバ
ット
やジェット
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も準備完了
!!
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来年２月に︑１００歳の
誕生日を迎える入居者の安
田さんが︑６月６日イケメ
ン職員？の伊村さんと西村
さんと共に甲子園球場に野
球観戦に出かけました︒若
い時からの阪神ファンで︑
何度も﹁阪神を応援に行こ
う﹂という話が持ち上がり
ましたが︑体調がすぐれず
延び延びになっ ていまし
た︒春になり体調も落ち着
いてきたので︑やっとこの
度実現しました︒
安田さんは 歳と言って
も十分通用するほど若々し
く︑ポロシャツやジャケッ
トがとても似合うダンディ
ーな男性です︒今回は安田
さんの１日をウオッチング

しました︒

80

あま
の里

木かげ

７月７日は七夕 で す ︒ 中
国で生まれ日本に 語 り 伝 え
られた七夕伝説︒ こ の 伝 説
から発達した七夕の行事
に︑ 日 本 古 来 の 棚 機 津 女
︵たなばたなつめ ＝ 織 女 ︶
の信仰が混ざり形 成 さ れ た
もみじ利用者︑職員の願
い事が叶いますように⁝

布を神におさめ︑病気や災
厄がおこらないように願っ
たそうです︒

り﹁棚機津女﹂といわれる
女性が機︵はた︶で織った

七夕に
願いを込めて⁝

デイサ
ービス
ものです︒日本で は 古 来 よ

利用者様
紹介

木かげではこどもの日に
向けて玄関には五月人形を
かざり︑またデイルーム内
ではこいのぼりを描いた大
きなクラフトを飾りまし
た︒こいのぼりのクラフト
は利用者の皆様がこころを
込めて一匹一匹制作し︑出
来上がったクラフトをみて
﹁ここは私が書いた﹂とか
﹁こことここは自分がした
のよ﹂など笑顔でお話し頂
きました︒
また５月から６月にかけ
て︑ふるさと３階屋上庭園
にて利用者様がえんどう豆
を収穫し︑収穫した豆でボ
ランティアの方に作って頂
いたずんだ餅や水ようかん
を︑３時のおやつに食べて
頂き賑やかなひと時を過ご
しました︒
これからも木かげでは利
用者様が楽しみにされてい
る色々なイベントを企画し
ていきます︒どうぞご期待
下さい︒

げ︑運航時の見張り︑モ
ールス信号︑無線に携わ
る航海科に属されていた

の舵取り︑出港時の旗あ

東シナ海に
沈没した戦

艦大和に乗船しトラッ
ク島へ行かれた経験を
お持ちです︒１年半に
渡り海軍として戦艦大
和で任務を遂行されて
いました︒Ｋ様は戦艦

作品の繊細さに
驚き！

さいました︒私達には想
像もつかない映画の中の
ような世界で青春時代を
過ごされたＫ様︒私達が
今の平和な日本で生活で
きている背景には︑この
様な歴史があった事を忘
れてはいけないと感じさ

られます︒新しく増えた
作品を見つけるのが訪問

デイサービスで作成され
た作品を家中に飾ってお

思えない作品となってい
ます︒

んと作っておられ︑不自
由な指先で作られたとは

細かい部分まで︑きち

せられた時間でした︒

するヘルパーの楽しみで
す︒

週３回デイサービスを
利用されている宮崎様︒

が ら も︑ 次 々 と 蘇 る 記
憶︑思いなども話して下

そうです︒
あの頃の事は︑夢のよ
うな遠い過去の記憶にな
ってしまったと言われな

介致します︒
歳だったＫ様は戦

海軍最強の不沈戦艦大和
に乗船されていた経験
のある利用者Ｋ様を紹

艦大和﹁大
和が沈む時
は帝国が沈
む時﹂そう謳われた日本

昭和 年
４月７日

みんなで協力したクラフトに
自然な笑みがあふれて⁝

もみじ

戦艦大和の
乗組員
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平成24年度事業報告
比較貸借対照表
平成25年3月31日現在
資産の部
当年度末残高 前年度末残高
勘定科目
【流動資産】
647,866,731
611,934,131
現金
406,657
705,450
普通預金
247,905,639
176,349,074
通知預金
3,199,961
2,852,410
定期預金
240,000,000
280,000,000
（現金・預金）
491,512,257
459,906,934
未収金
147,097,696
142,940,998
貯蔵品
531,317
534,607
立替金
616,682
248,704
前払金
2,868,426
3,112,278
仮払金
5,240,353
5,190,610
【固定資産】
1,013,075,200
931,060,689
建物
797,060,029
797,060,029
土地
4,793,096
4,793,096
建物減価償却累計額 ‑130,162,853 ‑111,513,598
（基本財産）
671,690,272
690,339,527
建物
5,004,615
5,004,615
建物付属設備
281,277,924
281,277,924
構築物
22,692,591
22,692,591
機械及び装置
8,662,500
8,662,500
車輌運搬具
13,109,428
12,960,508
器具及び備品
94,761,776
93,444,416
建設仮勘定
72,939,038
減価償却累計額 ‑231,104,902 ‑203,823,500
ソフトウェア
2,368,958
2,829,108
出資金
705,000
705,000
保証金
16,968,000
16,968,000
その他積立預金
54,000,000
（その他の固定資産） 341,384,928
240,721,162
資産の部合計
1,660,941,931 1,542,994,820

単位：円

増減
勘定科目
35,932,600【流動負債】
‑298,793
未払金
71,556,565
預り金
347,551
短期借入金
一年内返済長期借入金
‑40,000,000
31,605,323
賞与引当金
4,156,698
‑3,290
367,978
‑243,852
49,743
82,014,511【固定負債】
設備資金借入金
虹の会協力債1号
虹の会協力債2号
‑18,649,255
‑18,649,255
退職給与引当金

負債の部
当年度末残高 前年度末残高
151,124,480
149,068,715
57,011,161
56,173,370
27,617,319
27,125,345
44,530,000
21,966,000

44,530,000
21,240,000

738,451,998
568,890,000
119,400,000
30,000,000
20,161,998

783,724,994
613,420,000
120,900,000
30,000,000
19,404,994

‑45,272,996
‑44,530,000
‑1,500,000

負債の部合計
889,576,478
932,793,709
148,920
純資産の部
1,317,360〔基本金〕
297,430,000
297,430,000
72,939,038
基本金
297,430,000
297,430,000
156,286,656
‑27,281,402 〔補助金特別積立金〕 152,057,808
‑460,150
補助金等特別積立金
152,057,808
156,286,656
【繰越活動収支差額】 321,877,645
156,484,455
（当期活動収支差額） 111,393,190
54,000,000
100,663,766 純資産の部合計
771,365,453
610,201,111
117,947,111 負債･純資産の部合計 1,660,941,931 1,542,994,820

‑43,217,231

資金収支計算書

757,004

‑4,228,848
165,393,190
111,393,190
0
161,164,342
117,947,111

予算
714,912,790

勘定科目
当月残高 構成比
介護保険収入
728,268,216
78.7%
介護報酬査定減
704,050
0.1%
利用料収入
141,944,435
15.3%
自立支援費収入
26,871,715
2.9%
寄附金収入
13,371,231
1.4%
雑収入
10,411,684
1.1%
国庫補助金等積立金取崩額
4,228,848
0.5%
〔事業活動収入計〕 925,800,179 100.0%
人件費
431,161,928 46.6%
事務費支出
119,608,835
12.9%
事業費支出
74,085,323
8.0%
減価償却費
46,888,635
5.1%
徴収不能額
93,989
0.0%
引当金繰入
73,186,431
7.9%
〔事業活動支出計〕 745,025,141 80.5%
【事業活動収支差額】
180,775,038
19.5%
受取利息配当金収入
740,330
0.1%
経理区分間繰入金収入
28,800,000
3.1%
〔事業活動外収入計〕
29,540,330
3.2%
借入金利息支出
16,122,177
1.7%
経理区分間繰入金支出
28,800,000
3.1%
〔事業活動外支出計〕
44,922,177
4.9%
【事業活動外収支差額】 ‑15,381,847
‑1.7%
経常収支差額
165,393,191
17.9%
その他の特別収入
0.0%
〔特別収入〕
0.0%
固定資産除却損
1
その他の特別支出
54,000,000
5.8%
〔特別支出〕
54,000,001
5.8%
【特別収支差額】
‑54,000,001 ‑5.8%
当期活動収支差額
111,393,190
12.0%
前期繰越活動収支差額
156,484,455
16.9%
次期繰越活動収支差額
267,877,645
28.9%

編集後記

これから暑い季

節を迎えます︒部

屋では適度にエア

コンを使いながら

過ごして頂き︑ま

た熱中症予防のた

めにも水分補給等

をしてこの夏を乗

り切りましょう︒

〒661ｰ0975 尼崎市下坂部３丁目２−40
TEL：06ｰ6495ｰ4708
FAX：06ｰ6495ｰ4775
ホームページ http://www.shafuku-nijinokai.or.jp/
Eメール honbu@shafuku-nijinokai.or.jp
虹の会は、高齢者総合福祉施設１ヶ所、
ヘルパーステーション５ヶ所、
デイサービスセンター１ヶ所を運営しております。

支出

社会福祉法人 虹の会

特別収支

0
36,593,989
36,593,989
‑36,593,989
‑25,915,817

収入

0
0

支出

‑96,853
‑96,853
96,853

事業外収支

0

収入

3,600,000
44,530,000
5,100,000
17,500,000
67,130,000
‑63,530,000
60,518,652

差異
13,355,426
704,050
3,111,635
4,353,715
21,231
‑20,197,716
561,730
0
1,910,071
‑6,027,192
493,840
‑1,154,437
‑1,983,459
0
‑8,671,248
10,581,319

支出

支出

財務活動収支

収入

75,000,000
75,000,000
‑75,000,000
3,600,000

（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日 単位：円

事業収支

支出

施設整備等収支

収入

138,832,800
22,518,000
13,350,000
30,609,400
178,600
28,800,000
949,201,590
508,892,547
119,114,995
75,239,760
18,105,636
28,800,000
750,152,938
199,048,652
0
0
0

単位：円

収入

支出

経常活動による収支

収入

発行

726,000

事業活動収支計算書

（自）
平成24年4月1日
（至）
平成25年3月31日
勘定科目
決算
介護保険収入
728,268,216
介護報酬査定減
704,050
利用料収入
141,944,435
自立支援費収入
26,871,715
寄附金収入
13,371,231
雑収入
10,411,684
受取利息配当金収入
740,330
経理区分間繰入金収入
28,800,000
〔経常収入計〕
951,111,661
人件費支出
502,865,355
事務費支出
119,608,835
事業費支出
74,085,323
借入金利息支出
16,122,177
経理区分間繰入金支出
28,800,000
〔経常支出計〕
741,481,690
【経常活動資金収支差額】 209,629,971
固定資産売却収入
助成金収入
〔施設整備等収入計〕
0
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
74,903,147
〔施設整備等支出計〕
74,903,147
【施設整備資金収支差額】 ‑74,903,147
長期運営資金借入金収入
3,600,000
その他の収入
0
〔財務収入計〕
3,600,000
設備資金借入金償還金支出
44,530,000
長期運営借入金償還金支出
5,100,000
その他の支出
54,093,989
〔財務支出計〕
103,723,989
【財務活動資金収支差額】 ‑100,123,989
当期資金収支差額合計
34,602,835

増減
2,055,765
837,791
491,974

（4）

平成24年度の「虹の会」の事業活動収
支は、１億1,139万円の剰余となり、昨
年度からは2,425万円の改善という結果
になりました。これにより４年連続で剰
余を生みだすこととなり、累積黒字も２
億6,787万円に増加し、着実に経営体質
も安定をしてきました。 事業活動収入
は、９億2,580万円で予算比100.2％、昨
年比103.2％と超過達成になりました。
「あまの里」入所の平均利用状況は、
短期入所部門が22.3人で予算比99.0％、
特養部門が58.3人、予算対比で98.7%と
なりました。短期入所部門は、市内に新
しい施設が建設されてゆく状況もあり、
昨年より利用数は落ちましたが、健闘を
しています。特養部門は、昨年より利用
数をあげることができましたが、予算に
は届きませんでした。25年度は介護の質
をあげることにより、利用者さまにとっ
て、よりよい生活空間を目指してゆきま
す。デイサービス部門では、昨年の一日
平均42.7名の利用から44.1名へと大きく
前進しました。特に年度末は、今までに
ない利用者数を獲得することが出来まし
た。引き続き、利用者さまから選択され
るデイサービスを運営してゆきます。居
宅部門は、昨年よりケアマネージャーを
１名増やしました。利用者さま、ご家族
のニーズにあった寄り添える介護をどの
ように具現化してゆくかが課題です。
「あまの里」 全体で事業活動収支は、
6,107万円の剰余となり、予算を超過達
成しています。
「木かげ」の利用者状況は、一日平均
32.6人の利用となり、昨年より減少しま
した。上半期に利用者の確保ができなか
ったことが最大の要因であり、収入も減
少しました。 現在は利用者獲得に向け
て、サービスの充実・居宅支援事業所へ
の案内等を中心に動いており、
「ことわら
ない」をモットーに運営をしています。
ヘルプ事業の事業収活動支は、4,285
万円の剰余を確保し、昨年を大きく上回
ることができました。４月の介護保険改
訂の影響もあり、訪問時間数は減ること
となりましたが、月々の利用していただ
く件数と利用回数の増加により、５つの
事業所が安定した収入を確保できるよう
になった成果です。その半面、昨年来か
らあげられる職員の確保と育成には、課
題を残しました。
「わかくさ居宅」は体制を２名に増や
しましたが、まだケアマネージャー数に
見合う依頼件数を確保できていない状況
です。今後の事業展開のためにも、依頼
件数の増加は必須となります。
財務状況は、 総資産が16億6,094万円
に増加しました。流動負債１億5,112万
円に対して流動資産は７億186万円とな
り、法人の運営はより安定的なものとな
りました。また、23年度から開始しまし
た協力債は、１億2,450万円（５年債 ：
6,600万円 ３年債：5,850万円）の到達
で募集を終えました。25年度は施設建設
の具現化が、早期に望まれています。
平成25年６月
社会福祉法人虹の会役員体制
理事長 藤岡一郎
理 事 橋本治三 阿山克子 髙島博子
小林健一 樋口哲也
監 事 林
明 菊田大介

あまの里夏まつり
８月10日（土）
11：30〜15：30
＊今年は日中に行います。お子様連れ
でぜひお越しください!! 夜には施
設の屋上から淀川の花火見物もでき
ますヨ！

