
 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 1頁

事業区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

１）事業区分間繰入金明細書 （単位：円）

社会福祉事業 公益事業 12,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 18,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 7,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 12,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 7,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 75,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 42,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 19,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　4月分

社会福祉事業 公益事業 2,000,000運用収入 大東包括支援センター　運営費　半期分

社会福祉事業 公益事業 1,000,000運用収入 大東包括支援センター　運営費　年額

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　4月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　4月分

社会福祉事業 公益事業 132,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 198,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 77,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 132,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 66,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 11,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 825,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 462,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

社会福祉事業 公益事業 209,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　5-3月分

5,346,0004月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　5月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　5月分

42,0005月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　6月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　6月分

42,0006月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　7月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 2頁

事業区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

１）事業区分間繰入金明細書 （単位：円）

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　7月分

社会福祉事業 公益事業 2,000,000運用収入 大東包括支援センター　運営費　半期分

2,042,0007月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　8月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　8月分

42,0008月計

社会福祉事業 公益事業 24,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費　年額

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　9月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　9月分

66,0009月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　10月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　10月分

42,00010月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　11月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　11月分

42,00011月計

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　12月分

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　12月分

42,00012月計

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　1月分

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　1月分

42,0001月計

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　2月分

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　1月分

42,0002月計

公益事業 社会福祉事業 28,000運用収入 平成29年度　法人共通費　3月分

公益事業 社会福祉事業 14,000運用収入 平成29年度　法人共通費　3月分

社会福祉事業 公益事業 △1,000,000運用収入 大東包括支援センター　運営費　返還

社会福祉事業 公益事業 △4,000,000運用収入 大東包括支援センター　運営費　返還



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 3頁

事業区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

１）事業区分間繰入金明細書 （単位：円）

社会福祉事業 公益事業 3,092,679運用収入 ボタンティア育成　前期末資金【－】補填

社会福祉事業 公益事業 978,368運用収入 ボタンティア育成　運営費【収支±0】

社会福祉事業 公益事業 38,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 62,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 33,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 55,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 45,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 324,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 228,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

社会福祉事業 公益事業 116,000運用収入 基幹相談支援センター　運営費【不足額】

公益事業 社会福祉事業 △39,000運用収入 平成29年度　法人共通費【返還額】

公益事業 社会福祉事業 △21,000運用収入 平成29年度　法人共通費【返還額】

△45,9533月計



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 4頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　4月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

スマイル 足羽ワークセンター 40,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

スマイル 相談支援事業所リアン 69,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽更生園 相談支援事業所リアン 422,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　4月分

足羽更生園 相談支援事業所リアン 4,642,000運用収入 平成29年度　運営費　5月～3月分

15,356,0004月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　5月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 5頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　5月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

スマイル 足羽ワークセンター 40,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

スマイル 相談支援事業所リアン 69,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　5月分

10,292,0005月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　6月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　6月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 H29年度　運営費　6月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 6頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　6月分

スマイル 足羽ワークセンター 40,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

スマイル 相談支援事業所リアン 69,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分

10,292,0006月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　7月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　7月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 H29年度　運営費　7月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

スマイル 足羽ワークセンター 40,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

スマイル 相談支援事業所リアン 69,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 7頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　7月分

10,292,0007月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　8月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　7月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 H29年度　運営費　8月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

スマイル 足羽ワークセンター 40,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

スマイル 相談支援事業所リアン 69,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 8頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　8月分

10,292,0008月計

スマイル 足羽ワークセンター 52,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分　不足額振替

スマイル 足羽ワークセンター 52,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分　不足額振替

スマイル 足羽ワークセンター 52,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分　不足額

スマイル 足羽ワークセンター 52,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分　不足額

スマイル 足羽ワークセンター 52,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分　不足額

スマイル 相談支援事業所リアン 10,000運用収入 平成29年度　運営費　4月分　不足額振替

スマイル 相談支援事業所リアン 10,000運用収入 平成29年度　運営費　5月分　不足額振替

スマイル 相談支援事業所リアン 10,000運用収入 平成29年度　運営費　6月分　不足額

スマイル 相談支援事業所リアン 10,000運用収入 平成29年度　運営費　7月分　不足額

スマイル 相談支援事業所リアン 10,000運用収入 平成29年度　運営費　8月分　不足額

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　9月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　9月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 H29年度　運営費　9月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

スマイル 足羽ワークセンター 40,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

スマイル 足羽ワークセンター 52,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分　不足額

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

スマイル 相談支援事業所リアン 69,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 9頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

スマイル 相談支援事業所リアン 10,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分　不足額

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　9月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　9月分

10,664,0009月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　10月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

スマイル 足羽ワークセンター 92,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

スマイル 相談支援事業所リアン 79,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 10頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　10月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　10月分

10,354,00010月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　11月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

スマイル 足羽ワークセンター 92,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

スマイル 相談支援事業所リアン 79,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 11頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　11月分

10,354,00011月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　12月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

スマイル 足羽ワークセンター 92,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

スマイル 相談支援事業所リアン 79,000運用収入 平成29年度　運営費　11月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　12月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　12月分

10,354,00012月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　1月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 12頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

スマイル 足羽ワークセンター 92,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

スマイル 相談支援事業所リアン 79,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　1月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 H29年度　法人共通費、運営費　1月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　1月分

10,354,0001月計

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　2月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 13頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

スマイル 足羽ワークセンター 92,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

スマイル 相談支援事業所リアン 79,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

足羽学園 法人本部 40,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成9年度　法人共通費、運営費　2月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　2月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　2月分

10,354,0002月計

スマイル 法人本部 308,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

スマイル 足羽ワークセンター 92,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

スマイル パステル 112,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

スマイル 相談支援事業所リアン 79,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

足羽東こども園 法人本部 153,000運用収入 平成29年度　法人共通費　3月分

足羽ワークセンター 法人本部 332,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン 66,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

足羽サポートセンター 法人本部 405,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

足羽サポートセンター パステル 260,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン 101,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

パステル 法人本部 162,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

パステル 相談支援事業所リアン 39,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 14頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽学園 法人本部 212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

足羽学園 相談支援事業所リアン 40,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

足羽更生園 法人本部 1,669,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

地域生活支援Ｃ 法人本部 1,051,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン 238,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

児童発達支援Ｃ 法人本部 466,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン 108,000運用収入 平成29年度　運営費　3月分

愛全園 法人本部 2,335,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

足羽利生苑 法人本部 1,680,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

グループホーム美山 法人本部 363,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

相談支援事業所リアン 法人本部 83,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費　3月分

法人本部 上文殊児童クラブ 300,000運用収入 平成29年度運営費不足額(3次補正承認予定)

足羽更生園 足羽学園 168,000,000運用収入 足羽学園増築工事資金

スマイル 足羽ワークセンター △1,104,000運用収入 第3次補正予算承認　運営費全額返還

スマイル カラフル 60,175,000運用収入 土地建物取得及び建物改装等資金

法人本部 上文殊児童クラブ △141,000運用収入 平成29年度　運営費【返還】

足羽東こども園 法人本部 37,000運用収入 平成29年度　法人共通費【不足額】

足羽ワークセンター 法人本部 △662,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

足羽ワークセンター 相談支援事業所リアン △323,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

足羽サポートセンター 法人本部 △848,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

足羽サポートセンター 相談支援事業所リアン △495,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

パステル 法人本部 △232,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

パステル 相談支援事業所リアン △166,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

スマイル 法人本部 △658,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

スマイル パステル △833,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

スマイル 相談支援事業所リアン △375,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

足羽学園 法人本部 △203,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

足羽学園 相談支援事業所リアン △147,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

足羽更生園 法人本部 △3,046,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】



 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 

別紙３（④） 平成30年 5月21日
社会福祉法人　足羽福祉会

会計単位名
施設名
法人名

社会福祉法人　足羽福祉会

( 自 平成29年 4月 1日　　至 平成30年 3月31日 ) 15頁

拠点区分名

繰入先
繰入金の財源 金額 使用目的等

繰入元

２）拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

足羽更生園 足羽学園 △4,000,000運用収入 足羽学園増築工事資金【決算締結果⇒減額】

足羽更生園 相談支援事業所リアン △1,914,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

相談支援事業所リアン 法人本部 △114,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

地域生活支援Ｃ 法人本部 △1,397,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

地域生活支援Ｃ 相談支援事業所リアン △971,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

児童発達支援Ｃ 法人本部 △546,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

児童発達支援Ｃ 相談支援事業所リアン △411,000運用収入 平成29年度　運営費【返還額】

愛全園 法人本部 △3,326,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

足羽利生苑 法人本部 △3,212,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

グループホーム美山 法人本部 △431,000運用収入 平成29年度　法人共通費、運営費【返還額】

213,311,0003月計


