
令和２年度 社会福祉法人 正仁会 事業報告 

1. 理事会、評議員会、監事会の開催状況 

（１） 理事会 4回開催 

開催時期 内容 理事 監事 備考 

令和 2年 6月 1日 

 

・平成 31年度の事業報告書、計算書類等及び財

産目録の承認 

・平成 31年度社会福祉充実残額の報告 

・資金の運用の協議と経理規程の改定と資金運用

規定の制定及び予算の補正 

・理事長・業務執行理事の職務執行の状況報告 

・医療・介護資格者養成校等学費貸与規程の改定 

・平成 31年度監査指導室 書面監査の結果 

・令和 2年度 第１回定時評議員会の招集 

６ ２ 

 

 

令和 2年 7月 10日 ・資金の運用の協議及び予算の補正 

 ６ ２ 

決議の省略 

（全理事同意） 

令和 2 年 12 月 10 日 ・規程の改定 

 
６ ２ 

決議の省略 

（全理事同意） 

令和 3年 3月 26日 ・令和 2年度決算予想及び予算補正 

・令和 3年 4月介護保険制度の改正 

・令和 3年度事業計画及び資金収支予算の承認 

・任期満了に伴う評議員選任・解任委員の選定と 

運営規則と細則の改定 

・理事長・業務執行理事の職務執行の状況報告 

・令和 3年度監査指導室の実地監査の結果 

６ ２ 

 

 

（２） 評議員会 1回開催 

開催時期 内容 評議員 監事 備考 

令和 2年 6月 16日 

 

・平成 31年度の事業報告書、計算書類等及び財

産目録の承認 

・平成 31年度社会福祉充実残額の報告 

・資金の運用の協議と経理規程の改定と資金運用

規定の制定及び予算の補正 

・理事長・業務執行理事の職務執行の状況報告 

・医療・介護資格者養成校等学費貸与規程の改定 

・平成 31年度監査指導室 書面監査の結果 

７ ２ 

決議の省略 

（全評議員同意） 

 

 

 

 

 

 



（３） 監事会 2回開催 

開催時期 内容 監事 参加者等備考 

令和 2年 5月 29日 令和元年度 

・監事監査チェックリスト 

（会計監査・業務監査）による確認 

・事業報告 

・計算書、財産目録、附属明細書の確認 

・監事監査報告書の作成 

・その他 

２ 

 

 

令和 3年 3月 26日 令和 2年度 

・決算予想・予算補正 

令和 3年度 

・事業計画・予算 

・その他 

２ 

 

 

 

2. 法人の行う事業 

（１） 社会福祉事業 

① 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームなごみの郷 

② 介護予防／短期入所生活介護事業 短期入所生活介護事業所なごみの郷 

③ 日常生活支援総合事業 

・１日型デイサービス 

なごみの郷通所介護事業所、デイサービスセンターなごみの郷可部 

・短時間型デイサービス 

 なごみの郷通所介護事業所 

・訪問介護サービス 

なごみの郷訪問介護事業所 

・生活援助特化型訪問サービス 

なごみの郷訪問介護事業所 

④ 介護予防／認知症対応型通所介護事業 

なごみの郷通所介護事業所、デイサービスセンターなごみの郷亀山 

⑤ 居宅介護支援 なごみの郷居宅介護支援事業所 

⑥ 介護予防／認知症対応型共同生活介護  

グループホームなごみの郷亀山、グループホームなごみの郷可部 

⑦ ケアハウス ケアハウスなごみの郷 

⑧ 障害福祉サービス事業  短期入所生活介護事業所なごみの郷 

なごみの郷訪問介護事業所 

（２） 公益事業 

① 認可外保育施設 はなまる保育園 

② 訪問看護事業 なごみの郷訪問看護ステーション 

③ フードバンクの運営事業 あいあいねっと 

④ 外国人人材育成事業 

 



3.主な施策 

（1）既存事業の施策計画  

事業名 予算額 執行額 拠点名 

採用活動（リクナビ掲載費用） 2,300千円 73千円 法人 

就業管理システムの導入 1,550千円 中止 法人 

外国人留学生及び医療介護資格取得就学金支援費用 3,610千円 2,489千円 法人 

公用車のドライブレコーダー設置 180千円 未執行 法人 

ＢＣＰ用の備品 400千円 未執行 特養 

ＶＰＮの更新 500千円 中止 法人 

業務用洗濯機の更新 3,500千円 2,332千円 特養 

公用車の買替と増車 5,500千円 2,668千円 特養 

給湯器の更新 800千円 未執行 特養 

汚物処理用洗濯機 160千円 108千円 特養 

特浴の更新 11,000千円 未執行 特養 

加湿器の更新 200千円 未執行 特養 

エレベーターの改修 1,300千円 未執行 特養 

特養建物の修繕 3,210千円 335千円 特養 

特養備品の更新 3,510千円 1,963千円 特養 

特養 眠りスキャン 3,300千円 未執行 特養 

特養 第三者評価 170千円 未執行 特養 

デイ落合の環境整備 940千円 千円 デイ落合 

亀山の環境整備 210千円 未執行 亀山 

デイ可部の環境整備 60千円 60千円 デイ可部 

GH可部の環境整備  680千円 720千円 ＧＨ可部 

 

4.不動産の所有状況 

(1) 広島市安佐北区落合南町 196番 1 

   ・土地     6,715.01㎡ 

   ・建物     鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 

             1階：  511.38㎡ 

             2階：1,188,71㎡ 

             3階：1,159.37㎡ 

             4階：1,130.28㎡ 

             5階：1,123.62㎡ 

             6階：  762.58㎡  合計 5,875.94㎡ 

(2) 広島市安佐北区落合南町二丁目 26番 11号 

・土地     197.86㎡ 

・建物     木造スレート葺 2階建：平成 11年 10月 17日 新築 

          1階：73.83㎡ 

          2階：64.40㎡  合計：138.23㎡ 

 



(3) 広島市安佐北区可部三丁目 215番 

   ・土地     1,264.12㎡ 

   ・建物      鉄骨造陸屋根 2階建 

1階：564.92㎡ 

          2階：561.92㎡  合計：1,126.84㎡ 

・附属建物    軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家 

14.48㎡ 

(4) 広島市安佐北区可部三丁目 130番 10 土地 159.41㎡ 

(5) 広島市安佐北区可部三丁目 130番 11 土地 159.26㎡ 

(6) 広島市安佐北区可部三丁目 130番 12 土地 159.36㎡ 

 

5.資産状況 

    純資産   2,169,380千円 

（1）資産   2,293,106千円 

    ・流動資産   ： 848,676千円 

    ・固定資産   ：1,444,430千円 

     ・基本財産    ：1,135,747千円 

     ・その他固定資産 ： 308,682千円 

 

 (2) 負債    123,725千円 

    ・流動負債   ： 94,484千円 

    ・固定負債   ： 29,241千円 

 

 ※計算書類、財産目録の詳細は添付資料を参照 


