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報 告 並 び に 決 算

　令和３年度は、公益財団法人として、法人目的である社会福祉に
係る非営利の法人活動の促進と充実を図り、共済積立金の堅実な維
持と運用等では、令和４年 2月２４日のロシアのウクライナ侵攻に
より、世界経済に動揺が走り、株価や債券価格が下落、本協会の時
価にも若干の影響がでましたが、安全安心を基本に配当や利金など
確実に実現益が確保できる短期運用を中心に運用した結果、前年度
よりプラスの実績を上げることができました。
　退職共済制度においては、平成２９年度の改正により、数年が経
過しましたが、現加入者の積立不足の状況もあり、給付率の予定利
回りの見直しを検討、意見募集を令和３年９月に実施し、令和４年
度より、２％から０．７５％にし、持続可能な退職共済制度の維持を
確保していくこととしました。

各事務執行状況の概要は、次のとおりです。

（2） 慶弔等給付事業（短期給付金）
ア　慶弔給付

　　　 結婚又は死亡のあったとき、それぞれ祝金又は弔慰金を給付し
ました。

 人　　員 ５２１人  給付額　５，４５０，０００円
　イ　長期加入者顕彰
　　 　 加入者の長期にわたる貢献に対し、加入期間３０年及び４０年、

５０年該当者に記念品を贈り顕彰しました。
 顕彰者 １１０人  費　用　２，２００，０００円
 　（30 年：１０１人、40 年：９人）
（3） その他の福利厚生事業
　　施設利用事業、斡旋事業、積立年金保険の業務を行いました。
（4） 貸付事業
　　生活資金等の貸付を次のとおり行いました。
　生活資金 貸付件数　８件 貸付金額 　５，０００，０００円
　住宅・土地資金 貸付件数　０件 貸付金額  　　０円
（5） 福利厚生センター業務受託事業（福祉施設交流事業費）　
　 　社会福祉法人福利厚生センターから事業を受託し、コロナ禍の中
で参加していただけるよう、内容変更等をし、映画前売券あっせんを
はじめ、観劇、スポーツ観戦、旅行等の交流事業を実施しました。
 総事業費２６，１００，８５０円（助成費充当額 9,249,650 円）
３　広報普及事業
   事 業 費 　　　　２，８７７，０４７円
  年 3 回発行、１回の発行部数　　２７，０００部
４　研修事業
（1）社会福祉施設運営等研修事業（人材育成研修費）
   事 業 費 　　　　１０３，８８８円
　事業所のニーズに応え、講師を派遣する出張型と参加型オンライン研
修を次のテーマで行いました。
 ・安全運転セミナー  障害者援護施設…２９名
 ・接遇オンラインセミナー 障害者援護施設…１３名

（2）共済等事務研修  
　事務研修会は、新型コロナウイルス感染防止の対応として事前申込制
とし開催。
 ・ 研修内容： 退職共済事業、令和４年度退職共済制度改正

について、福利厚生事業等の事務取扱　等
令和４年２月１５日　神奈川県民ホール  ２３人
令和４年２月１６日　おだわら市民交流センター １８人　
令和４年２月２２日　海老名市文化会館  ３７人

　損害保険代理店事業については、競争の厳しい中、共済契約者をは
じめ各施設に対し、保険手続きや事故対応等、きめ細かで適切なサー
ビスの提供に努めました。

② 　福利厚生事業については、新型コロナウイルスの感染拡大の中、
予定通り実施できない事業もありましたが、内容等の変更も行い、
資産の運用収益、受託事業などの事業収入等を有効に活用し、極
力加入者のニーズに応え実施するとともに、さらに施設団体等の事
務負担軽減や経費節減にもつながるように努めました。

　　貸付事業は、加入者の要望に沿い貸付を行いました。

① 　退職共済事業については、加入者２６，７３９人、退職給付金として、
２，４８４，１３１，８４０円を給付するなど適正な制度運営を実施しま
した。

　 　また、退職共済積立金は、信託報酬や手数料のコスト削減に努め、
信託運用に比べリスク対策が可能で着実に運用益が確保できる短期
資産を中心とした自家運用をメインに資産運用を行ってきましたが、
前年度に引き続き、オミクロン株の新型コロナウイルス感染拡大、前
述したロシアのウクライナ侵攻もあり、少なからず影響が出ました。

　 　その結果、当年度末 (2021年度末 ) の「退職共済引当金及び共済
事業未収入金」合わせて約３５４億円（資産・時価総額）となり、
加入者全員の共済掛金累計額 ( いわゆる元金 ) 約３２９億円に対し、
１０７．２４％と元金の確保ができています。しかし仮に現在の加入者
が全員退職した場合の退職一時金要支給額約３６４億円に対しては
９７．３３％という状況となりました。

○ 　広報普及事業については、広報紙「福利かながわ」で退職共済制
度の資産運用の状況の周知や加盟施設の紹介などを見やすく掲載い
たしました。併せてタイムリーな情報をホームページに掲載し、福利
厚生事業の周知をはじめ、協会事業の普及活動に努めました。

〇 公益事業会計【福祉法人活動促進会計】関係

〇 収益事業会計関係

【加入施設と加入者の異動】

令和3年度事業報告並びに決算の概要は次のとおりです。
Ⅰ　概　要

Ⅲ　収益事業関係

１　損害保険代理店事業
　 　三井住友海上火災保険（株）の代理店として、共済契約者をは
じめ施設等を対象に火災、自動車及び新種の各種損害保険業務
を行いました。

   ・手数料収入　　７，９１１，８３８円
（内訳　火災保険：3,860,633円　自動車保険：2,366,639円　新種保険：1,684,566円）

令和３年４月１日 増加数 減少数 令和４年３月31日
施設・団体数（ヶ所） ８９４ ６ １ ８９９
加入者数（人） ２６，６９８　 ３，１３１　 ３，０９０ ２６，７３９

番号 実施内容 実施期日 参加人員（人） 事業費（円）

1 横浜スタジアムで野球観戦 未実施 ー ー

2 東京ディズニーランド１DAYパスポート 未実施 ー ー

3 歌舞伎座観劇 1月25日（木）・26日（金） 38 486,400

4 バスツアー 未実施 ー ー

5 帝国ホテル ディナークーポン 12 月1日（水）
～2月28日（月）

251
（内家族 40） 2,542,670

6 中華街ランチクーポン 1月5日（水）～
3月25日（金） 202 982,300

7 劇団四季観劇 10月 24日（日） 102 1,172,490

合計 593
（内家族 40）

5,183,860
協会負担額
2,672,910〔　　　　 〕

1　退職共済事業
給　付　金
　退職一時金…… 　２，５４５人 ２，４８２，３９１，８４０円
　退会一時金…… 　　１７４人 　　　 １，７４０，０００円
　合　計………… ２，７１９人  ２，４８４，１３１，８４０円
２　福利厚生事業
　各社会福祉施設など単独では十分とは言えない福利厚生について、
福利協会のスケールメリットを生かし、コロナ禍の中で参加していた
だけるよう、内容変更等をし、従事者のニーズにも合った事業を実施
しました。

Ⅱ　公益事業会計【福祉法人活動促進会計】関係

（1） 観劇等（従事者厚生事業費）
    事業費 　 　　５，１８３，８６０円
　資産の運用収益、受託事業の事業収入等を有効に活用し、従事
者の激励と日頃の労をねぎらうため、新型コロナウイルス感染対策に
配慮しながら次のとおり実施しました。

※ 横浜スタジアムで野球観戦、バスツアー、東京ディズニーランド１DAYパスポートについては新
型コロナ感染予防対策の影響により未実施（予算　2,500 人　協会負担金 3,400,000 円）
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保育所業　種 児童福祉施設 老人福祉施設 医療福祉施設 団体・その他
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業種別加入者数 令和４年3月31日現在

会　計　名 収益合計額 費用合計額 特定資産評価損益等 正味財産経常増減額

法 人 会 計 46,171,454 46,171,454 0

福祉法人活動促進会計 7,263,624,120 7,051,134,920 213,481,972 △ 992,722

収 益 事 業 会 計 7,911,838 5,887,773 2,024,065

合　　　　計 7,317,707,412 7,103,194,147 213,481,972 1,031,293

　自 令和 ３ 年 ４ 月   １ 日
　至 令和 ４ 年 3 月31 日

（単位：千円）
令和３年度正味財産増減計算書

費用の部

共済積立金支出
4,500,379千円
63.3%

その他
（管理費、慶弔等給付金支出等）
118,684千円
1.7%

退職給付金支出
2,484,131千円
35.0%

合計
7,317,707千円

合計
7,103,194千円

収益の部

共済掛金収入
 3,727,238千円
50.9%

その他
（手数料収入、助成金収入等）
46,483千円
0.7%

共済積立金
取崩収入 
2,940,744千円
40.2%

共済積立金
運用収益
603,242千円
8.2%

貸借対照表総括表
　　資産の部 負債及び正味財産の部

流動資産 流動負債
　現金預金 40,221,650 　未払金 3,363,739
　未収金 608,749 　前受金 35,100

　預り金 1,522,875
固定資産
　基本財産 1,000,000 　賞与引当金 2,872,531
　退職給付引当資産 32,472,840 固定負債
　退職共済引当資産 35,017,251,673 　退職給付引当金 32,472,840
　共済事業未収金 292,255,090 　退職共済引当金 35,334,506,763
　建物 274,251 正味財産 21,391,381
　什器備品 1
　ソフトウェア 377,055
　貸付金 9,166,135
　支払請求権 3,080,969
　貸倒引当金 △ 1,540,484
　電話加入権 153,600
　差入保証金 772,200
　長期前払費用 71,500
資 産 合 計 35,396,165,229 負債及び正味財産合計 35,396,165,229

令和４年3月31日現在
（単位：円）

令 和 ３ 年 度  事 業


