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ご挨拶
７月に入り、 いつもなら梅雨明けが待たれる次期なのですが、
今年は空梅雨ですね。 雨もなく過ごしやすいですね。
平素は、 当法人施設、 太陽こども園 ・ 太陽第二こども園 ・ 太
陽さぎのみやこども園の運営につきまして、 ご支援とご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
さて、 5 月に当法人の平成 29 年度決算が完了いたしましたの
で、 本号にてご報告させていただきます。 皆様におかれましては、
今後も変わらぬご理解とご協力の程宜しくお願い致します。
社会福祉法人若葉会では、 今月末に各園夏祭りを控え、 子
ども達と共に現在準備を進めております。 暑い中ですが子ども達
は元気いっぱいで活動して季節を全身で感じ、 夏ならではの活動
を楽しんでいます。
皆様におかれましては暑さ厳しき折り、 ご健康をお祈りいたします。

お知らせ

太陽こども園
夏祭り
平成 30 年 7 月 21 日（土）
１7：0 ０～１９：００
園庭にて（雨天：園舎内）
太陽第二こども園
夏祭り
平成 30 年 7 月２1 日（土）
１７：００～１９：００
園庭にて（雨天：園舎内）

太陽さぎのみやこども園
夏祭り
平成 30 年 7 月 28 日（土）
１７：００～１９：００
園庭にて（雨天：園舎内）

行事の記録

平成29年度 社会福祉法人若葉会 決算書
資産の部
流動資産
固定資産

貸借対照表(BS) 平成29年3月31日現在
資産の部
負債の部
前年度末
当年度末
差異
202,014,842
58,003,359 △ 144,011,483 流動負債
1,094,294,695 1,071,617,650 △ 22,677,045 固定負債
負債の部合計

負債の部
前年度末
179,868,281
380,752,356
560,620,637

純資産の部

資産の部合計

1,296,309,537

勘定科目

前年度末
基本金
49,385,804
国庫補助金等積立金
397,002,611
その他の積立金
0
次期繰越活動増減差額
289,300,485
純資産の部合計
735,688,900
1,129,621,009 △ 166,688,528 負債及び純資産の部合計 1,296,309,537
資金収支計算書(CF) 平成28年4月1日～平成29年3月31日
決算
予算

差異

事業活動による収支
事業活動収入
事業活動支出
事業活動資金収支差額(1)
施設設備等による収支

484,435,624
461,046,732
23,388,892

486,346,486
457,930,401
28,416,085

1,910,862
3,116,331
5,027,193

施設整備等収入
施設整備等支出
施設整備等資金収支差額(2)
その他の活動による収支
その他の活動による収入
その他の活動支出
その他の活動資金収支差額(3)
予備費(4)
当期資金収支差額(5)＝(1)+(2)+(3)-(4)
前期未払資金残高(6)
当期未払資金残高(7)＝(5)+(6)

410,000
28,294,720
-27,884,720

584,500
27,905,720
-27,321,220

174,500
389,000
563,500

20,040,000
11,927,600
8,112,400
0
3,616,572
44,615,459
48,232,031

20,040,000
11,927,600
8,112,400
0
9,207,265
41,763,649
50,970,914

0
0
0
0
5,590,693
-2,851,810
2,738,883

事業活動計算書(PL) 平成28年4月1日～平成29年3月31日
勘定科目
前年度決算
当年度決算

増減

サービス活動増減の部
サービス活動収益
サービス活動費用
サービス活動増減差額(1)
サービス活動外増減の部
サービス活動外収益
サービス活動外費用
サービス活動外増減差額(2)
経常増減差額(3)＝(1)+(2)
特別増減の部
特別収益
特別費用
特別増減差額(4)
当期活動増減差額(5)＝(3)+(4)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(6)
当期末繰越活動増減差額(7)＝(5)＋(6)
基本金取崩額(8)
その他積立金取崩額(9)
その他積立金積立額(10)
次期繰越活動増減差額(11)＝(7)+(8)+(9)-(10)

太陽こども園

差異
当年度末
34,492,773 △ 145,375,508
374,456,828 △ 6,295,528
408,949,601 △ 151,671,036
純資産の部
差異
当年度末
0
49,385,804
381,978,004 △ 15,024,607
11,000,000
11,000,000
278,307,600 △ 10,992,885
-15,017,492
720,671,408
1,129,621,009 -166,688,528

482,883,882
482,077,697
806,185

339,394,450
355,531,085
-16,136,635

143,489,432
126,546,612
16,942,820

3,462,604
5,714,374
-2,251,770
-1,445,585

1,961,332
3,122,152
-1,160,820
-17,297,455

1,501,272
2,592,222
-1,090,950
15,851,870

1,998,300
545,600
1,452,700
7,115

156,090,200
155,812,065
278,135
-17,019,320

-154,091,900
-155,266,465
1,174,565
17,026,435

289,300,485
289,307,600
0
0
11,000,000
278,307,600

299,519,805
282,500,485
0
6,800,000
0
289,300,485

-10,219,320
6,807,115
0
-6,800,000
11,000,000
-10,992,885

年中児と年長児で浜松中消防署へ消防署の見
学へ行ってきました。普段は遠目にしか見な
い消防車を目の前にして子ども達は興味津々
でした。

今年も地域労連会の方々と粽づくりを楽しみ 6 月 12 日プール開きがありました。まだ少
ました。作り方を指導してもらい、一生懸命 し肌寒いですが、これから毎日プール活動を
自分たちで作った粽はおいしかったかな。
行います。子ども達も今年初めてもプールで
大はしゃぎでした。事故のないようにしっか
りと見守ってまいります。

太陽第二こども園

4 月年中児と年長児でお花見遠足へ行ってき
ました。綺麗な景色の中でお友達とお弁当お
を食べたり、散策をしたりと春を感じること
が出来ました。

プール開きがありました。子ども達のテープ 4 月の粽づくりの様子です。地域の労連会の
カットで始まり、今年も大好きなプール活動 方たちがこども園へ来所していただき、子ど
が始まります。事故には十分に気を付けて、 も達と交流しながら、伝統の粽づくりを教え
楽しい思い出に残る活動にしてまいります。 て頂いています。

太陽さぎのみやこども園

今年も地域の労連会の方々に協力いただき、
子ども達に粽づくりを教えていただきました。
端午の節句に食べられるちまきを自分たちで
作り、日本の伝統を学びました。

4 月 10 日天気にも恵まれ年中児と年長児で
お花見遠足へ行ってきました。園児達は咲き
誇る桜とチュウリップを近くで観察して春を
間近で感じることが出来ました。

消防署見学へ 4 歳児・5 歳児の子ども達といっ
てきました。消防車を見たり、消防士さんの
仮眠室を見せてもらったりと、初めての経験
がたくさんでした。

