
現況報告書（平成29年4月1日現在） 別紙１

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し 4
滝田　国男

理事

渡邊　正幸
理事 非常勤 住職

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し 6

非常勤

22 1 16

1.0 0.7

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度

の会計監査人の監

査報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる

定時評議員

会への出席の

有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年度

の会計監査人の監

査報酬額（円）

有賀　清
精神科医 平成29年6月24日

H29.6.24 Ｈ31.6.23 1

有賀　良雄
農業法人　代表 平成29年6月24日

H29.6.24 Ｈ31.6.23 0

2 2 0

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し 6
熊田　芳江

常務理事 常勤 社会福祉法人　施設長

(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

会社役員

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し 5

6

清水　国明
理事 非常勤 社会福祉法人　理事長

高橋　喜和
理事 非常勤 地域住民

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し 5
石下　恭子

理事 非常勤 精神科医

H29.6.24 Ｈ31.6.23 無し 6
関　元行

理事長 平成29年6月24日 非常勤 内科医

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

菊池　宗平 H29.4.1 Ｈ33.3.31
無し 2

地域住民

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

7 7 0

団体職員

会田　征彦 H29.4.1 Ｈ33.3.31
有り 1

公益財団法人　会田病院　院長

大澤　銀作 H29.4.1 Ｈ33.3.31
無し 2

マンスフィールド記念館　館長

小渕　真理 H29.4.1 Ｈ33.3.31
有り 1

アウシュビッツ平和博物館　館長

兼谷　正男

松本　英一 H29.4.1 Ｈ33.3.31
有り 1

棚倉町会議員

円谷　康夫 H29.4.1 Ｈ33.3.31
無し 2

円谷木の子園　代表

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の評

議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業

(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

平成23年3月31日 平成23年4月1日

9 9 0

こころんファーム 0248-54-1115 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸９番地

矢部農場 0248-52-3807 福島県西白河郡中島村大字滑津字白ツ子1-1

こころん工房 0248-54-1115 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸９番地

なごみの家 0248-24-1386 福島県白河市郭内122-2

社会福祉法人こころん

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸９番地

0248-54-1115 0248-53-3063 有り

５３８０００５０１０２６６

直売・カフェこころや 0248-53-5568 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字川畑37-1

H29.4.1

満山　喜美 H29.4.1 Ｈ33.3.31
有り 2

㈱日仙産業　代表取締役

磯　洋史 H29.4.1 Ｈ33.3.31
有り 1

㈲磯醤油　代表

Ｈ33.3.31
無し 2





７．前会計年度の評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度の理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

ア建設費 0

イ大規模修繕

イ大規模修繕

ア建設費 0

イ大規模修繕

ア建設費 0

ア建設費 0

イ大規模修繕

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
（イ）修繕費合計額（円）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

特に無し

0

有賀　清

菅野　覚

特に無し

第2号議案　平成29年度収支予算案について

第3号議案　平成29年度事業計画について

第4号議案　その他　役員選任について

平成29年3月23日 6 1

平成28年5月28日 7 1

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

平成29年3月23日 11 2 1

第1号議案　平成27年年度事業報告について

第2号議案　平成27年年度収支決算報告について

第3号議案　平成27年度会計報告にちて

第2号議案　社会福祉事業法の改正について

平成28年5月28日 13 2 1

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・

会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

第1号議案　平成27年度事業報告について

第2号議案　平成27年度収支決算報告について

第3号議案　平成27年度会計報告について

第4号議案　その他について

第1号議案　平成28年度第1次補正予算について

第1号議案　矢部農場移転について

第1号議案　平成28年度第1次補正予算について

第2号議案　平成29年度収支予算案について

第4号議案　その他について

第2号議案　指定障害福祉サービス事業指定更新について

第3号議案　その他について

平成28年8月26日

平成28年10月27日

平成28年12月21日

0

6 0

6 0

6
第3号議案　その他　助成金について

第1号議案　社会福祉事業法令改正に伴う定款変更について

第2号議案　矢部農場移転について

第3号議案　その他について

第1号議案　矢部農場移転について

平成29年1月26日 6 0

第1号議案　定款変更について

第2号議案　役員改選について

第3号議案　その他について

第3号議案　平成29年度事業計画について

第4号議案　その他　役員候補者案について



イ大規模修繕

ア建設費 0



１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（1）社会福祉充実残額の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

0

0

無し

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ大規模修繕

ア建設費 0

イ大規模修繕

ア建設費 0

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

イ大規模修繕

ア建設費 0

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

ア建設費 0

ア建設費 0

イ大規模修繕

イ大規模修繕

イ大規模修繕

ア建設費 0

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型コー

ド分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

（イ）修繕費合計額（円）
（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）
イ　大規模修繕

（ア）－１修繕年月日

（１回目）

ア建設費 0

イ大規模修繕



１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

福島県社会福祉協会　退職共済掛金

有り

0

0

施設名 直近の受審年度

有り

有り

無し

無し

無し

有り



別紙４

(単位:円)

現金預金 ― ― ― 49,458,434
現金 現金手元有高 ― 運転資金として ― ― 694,141
郵便振替口座 ― 運転資金として ― ― 2,227,877
普通預金 東邦銀行矢吹支店ほか ― 運転資金として ― ― 21,834,012
定期預金 東邦銀行矢吹支店ほか ― 運転資金として ― ― 23,602,404
定期積金 東邦銀行矢吹支店ほか ― 運転資金として ― ― 1,100,000

事業未収金 ― 2～3月分総合支援報酬等 ― ― 18,186,440
売掛金 ― こころや売掛金 ― ― 25,113
未収補助金 ― 地域活動支援センター事業委託 ― ― 4,945,212
商品・製品 ― ― ― 2,499,025

75,114,224

土地
(法人本部拠点)福島県白河市郭
内151-17

―
第２種社会福祉事業である、就
労支援事業施設等として使用予

― ― 3,170,000

(法人本部拠点)福島県西白河郡
泉崎村関和久八雲神社27-13

― 地域公益事業等として使用予定 ― ― 1,300,000

4,470,000

建物
(法人本部拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字下根岸9

2003年度
第２種社会福祉事業である、本
部および生活支援センター等と
して使用

41,149,500 22,647,183 18,502,317

(法人本部拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字川畑37-1

2006年度
第２種社会福祉事業である、直
売所・カフェ等として使用

13,652,446 6,383,383 7,269,063

(法人本部拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字川畑37-1

2009年度
第２種社会福祉事業である、直
売所・カフェ等として使用

497,619 249,552 248,067

(法人本部拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字川畑37-1

2009年度
第２種社会福祉事業である、直
売所・カフェ等として使用

752,381 377,316 375,065

(法人本部拠点)福島県白河市郭
内151-17

2011年度
第２種社会福祉事業である、就
労支援事業施設等として使用予

330,000 88,040 241,960

26,636,472

建物附属設備
(法人本部拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字川畑37-1

2009年度
第２種社会福祉事業である、直
売所・カフェ等として使用

438,095 219,702 218,393

(こころん拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字下根岸9

2016年度
第２種社会福祉事業である、直
売所・カフェ等として使用

1,346,760 7,519 1,339,241

1,557,634
32,664,106

土地
(こころん拠点)福島県白河市田
島当座窪10番

―
第２種社会福祉事業である、平
成29年度養鶏場開設予定

― ― 350,000

(こころん拠点)福島県白河市田
島当座窪11番

―
第２種社会福祉事業である、平
成29年度養鶏場開設予定

― ― 140,000

(こころん拠点)福島県白河市田
島当座窪12番

―
第２種社会福祉事業である、平
成29年度養鶏場開設予定

― ― 140,000

(こころん拠点)福島県白河市田
島当座窪16番

―
第２種社会福祉事業である、平
成29年度養鶏場開設予定

― ― 260,000

(こころん拠点)福島県白河市田
島当座窪17番

―
第２種社会福祉事業である、平
成29年度養鶏場開設予定

― ― 260,000

(こころん拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字天王山8番地9

―
第２種社会福祉事業である、平
成29年度グループホーム開設予

― ― 4,000,000

5,150,000

建物
(こころん拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字下根岸9

2009年度
第２種社会福祉事業である、農
業班の休憩所等として使用

476,190 476,189 1

(こころん拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字下根岸9

2011年度
第２種社会福祉事業である、就
労支援事業施設等として使用

20,409,900 5,522,420 14,887,480

(こころん拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字下根岸9

2016年度
第２種社会福祉事業である、就
労支援事業施設等として使用

864,000 13,248 850,752

(こころん拠点)福島県西白河郡
泉崎村泉崎字天王山8番地9

2016年度
第２種社会福祉事業である、平
成29年度グループホーム開設予

6,000,000 0 6,000,000

21,738,233
構築物 鶏舎修繕（矢部農場）　他1件 ― 2,997,016 685,124 2,311,892
機械及び装置 冷蔵保管庫（こころや）　他9件 ― 8,857,426 3,979,561 4,877,865
車輌運搬具 トヨタ ノア　他6件 ― 7,221,580 6,371,224 850,356
器具及び備品 カーテン（こころや）　他20件 ― 7,046,531 2,401,670 4,644,861

有形リース資産
ダイハツ ハイゼットトラック
（こころや）

― 4,473,000 3,205,650 1,267,350

退職給付引当資産 ― ― ― 4,976,112
その他の固定資産 ― ― ― 17,850

45,834,519
78,498,625
153,612,849

事業未払金 ― ― ― 1,197,937
１年以内返済予定リース債務 ― ― ― 894,600
未払費用 3月分工賃 ― ― ― 1,798,781
預り金 利用者親睦会費 ― ― ― 218,411
職員預り金 3月分社会保険料ほか ― ― ― 3,095,286
賞与引当金 ― ― ― 4,500,000
未払消費税等 ― ― ― 130,400

11,835,415

リース債務
日本カーソリューションズ　外
販車リース料

― ― ― 372,750

退職給付引当金 ― ― ― 4,976,112
5,348,862
17,184,277
136,428,572

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

固定資産合計
資産合計

流動負債合計

(2) その他の固定資産

小計

小計

Ⅱ　負債の部

小計

小計

流動資産合計

基本財産合計

その他の固定資産合計

Ⅰ　資産の部
1 流動資産

2 固定資産
(1) 基本財産

小計

1 流動負債

2 固定負債

固定負債合計
負債合計
差引純資産




































