
決　算　報　告　書

となみ地域障害者成年後見福祉会

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日



  流動資産
    現金・預金
      現金 26,850 
        小口現金 (26,850)
      普通預金 22,389,959 
        北陸銀行　石動支店 (18,890,394)
        富山第一銀行　石動支店 (3,499,565)
        現金・預金 合計 22,416,809 
    その他流動資産
      未収金 839,450 
      前払金 56,214 
        その他流動資産 合計 895,664 
          流動資産 合計 23,312,473 
  固定資産
    有形固定資産
      車両運搬具 1,500,000 
      備品 101,952 
        有形固定資産 合計 1,601,952 
          固定資産 合計 1,601,952 
            資産 合計 24,914,425 

  流動負債
    未払金 383,353 
    預り金 59,245 
      流動負債 合計 442,598 
        負債 合計 442,598 

        正味財産 24,471,827 

資産

負債

となみ地域障害者成年後見福祉会
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

令和2年 3月31日 現在



  流動資産
    現金・預金
      現金 26,850 
      普通預金 22,389,959 
        現金・預金 合計 22,416,809 
    その他流動資産
      未収金 839,450 
      前払金 56,214 
        その他流動資産 合計 895,664 
          流動資産 合計 23,312,473 
  固定資産
    有形固定資産
      車両運搬具 1,500,000 
      備品 101,952 
        有形固定資産 合計 1,601,952 
          固定資産 合計 1,601,952 

            資産 合計 24,914,425 

  流動負債
    未払金 383,353 
    預り金 59,245 
      流動負債 合計 442,598 
        負債 合計 442,598 

  前期繰越正味財産 19,769,553 
  当期正味財産増減額 4,702,274 
    正味財産の部 合計 24,471,827 

      負債及び正味財産合計 24,914,425 

資産

負債

正味財産の部

となみ地域障害者成年後見福祉会
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

令和2年 3月31日 現在



経常収入
  会費収入
    正会員会費 110,000 
    賛助会員会費 9,000 119,000 
  寄付金収入
    寄付金 73,000 
  業務委託収入
    市民後見推進事業委託 800,000 
  成年後見制度収入
    成年後見報酬収入 10,310,000 
  受取利息収入
    普通預金受取利息 172 
  雑収入
    雑収入 22,024 
        経常収入 合計 11,324,196 
経常支出
  事業費
    理解啓発事業費
      市民後見推進事業
        賃金（推進） 656,526 
        講師謝礼（推進） 40,000 
        旅費交通費（推進） 22,721 
        消耗品費（推進） 103,872 
        通信運搬費（推進） 30,333 
          市民後見推進事業 合計 853,452 
      講演会事業
          講演会事業 合計 0 
      先進地視察事業
        旅費交通費（先進地視察） 231,136 
        諸経費（先進地視察） 49,600 
          先進地視察事業 合計 280,736 
      情報交換会事業
          情報交換会事業 合計 0 
            理解啓発事業費 合計 1,134,188 
              事業費 合計 1,134,188 
  管理費
    人件費
      法定福利費 240,596 
      福利厚生費 2,843 
      役員報酬 123,780 
      職員給与 731,248 
      非常勤職員給与 2,291,391 
      支援員手当 266,000 
      通勤手当 251,000 
      職員賞与 240,000 
      非常勤職員賞与 258,755 
        人件費 合計 4,405,613 
    事務費
      研修費 33,451 
      器具什器費 78,030 
      消耗品費 118,291 
      通信運搬費 12,312 
      租税公課 50,840 
      会議費 22,897 
      業務委託費 210,000 
      賃借料 75,366 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日となみ地域障害者成年後見福祉会



活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成31年 4月 1日  至 令和2年 3月31日となみ地域障害者成年後見福祉会
      保険料 225,630 
      諸会費 22,500 
      車両費 11,880 
      燃料費 28,343 
      慶弔費 15,000 
      交際費 7,050 
      減価償却費 25,488 
        事務費 合計 937,078 
    雑費
      手数料 6,534 
      雑費 138,509 
        雑費 合計 145,043 
          管理費 合計 5,487,734 
            経常支出 合計 6,621,922 
              経常収支 合計 4,702,274 
経常外収入
経常外支出
    税引前当期正味財産増減額 4,702,274 
      当期正味財産増減額 4,702,274 
      前期繰越正味財産額 19,769,553 

      次期繰越正味財産額 24,471,827 


