
社会福祉法人成光苑現況報告書様式（平成30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

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

社会福祉法人成光苑

大阪府 摂津市 千里丘3丁目16－7

06-6330-3776 06-6388-9551 2 無

27 大阪府 224 摂津市 27000 2120905001748 01 一般法人 01 運営中

中尾　巌 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 1 有 2

福）秀幸福祉会　理事長

大島　勝寛 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 2 無 2

カン工房

依田　平 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 1 有 1

学校法人未来学園理事長

(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

http://www.onyx.dti.ne.jp/~seikouen/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ seikouen@onyx.dti.ne.jp

昭和49年7月3日 昭和49年7月16日

7 7 111,370

達脇　八重子 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 2 無 2

無職

林　宏輔 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 2 無 1

医師

閑念　利政 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 2 無 1

無職

野原　修 H29.4.1 Ｈ33.3.31
2 無 2 無 2

元摂津市市議会議員

2 無

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 3 施設の管理者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 4
高岡　國士

1 理事長（会長等含む。） 昭和49年7月16日 1 常勤 平成29年6月17日 千里丘愛育園園長

(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

6 6 38,500,996 2 特例無

(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

2 無

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 3 施設の管理者 2 無 3 職員給与のみ支給 4
藤原　義章

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月17日 岩戸ホーム施設長

2 無

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 2 理事報酬のみ支給 4
大西　豊美

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月17日 福）みなと寮　理事長

2 無

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 4
奥田　真教

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月17日 自営業

2 無

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 1 有 3 職員給与のみ支給 4
高岡　士郎

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 2 非常勤 平成29年6月17日 法人職員

2 無

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 3 職員給与のみ支給 4
春本　繁子

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月17日 法人職員

(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

坂井　孝
無職 2 無 平成29年6月17日

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時

2 2 111,370

(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

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 2

古橋 忠男
税理士古橋忠男事務所 2 無 平成29年6月17日

H29.6.17 平成30年度決算評議員会の終結時 5 財務管理に識見を有する者（税理士） 3

(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）

太陽有限責任監査法人 7,516,800 2 無 太陽有限責任監査法人 7,516,800

平成29年6月17日 4 2

第１号議案　平成２８年度　事業報告の件　　　　　　　　　　　　　第６号議案　役員等報酬等の支給基準・支給額の件

第２号議案　平成２８年度　決算報告の件　　　　　　　　　　　　　第７号議案　規程の策定改訂について（監事監査規程・就業規則）

第３号議案　社会福祉充実残額報告の件　　　　　　　　　　　　　　第８号議案　随意契約の報告の件

第４号議案　理事・監事の選任の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　第９号議案　平成２８年度資金運用報告の件

第５号議案　会計監査人の選定の件

(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

0.0 0.9

451 0 451

0.0 305.5

0 0 2
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社会福祉法人成光苑現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(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．前会計年度に実施した会計監査の状況

(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

平成29年12月20日 7 0
第１号議案　定員変更の件

第２号議案　役員等旅費規程の改定の件

平成29年6月17日 4 2

第１号議案　平成２８年度　事業報告の件　　　　　　　　　　　　　第６号議案　役員等報酬等の支給基準・支給額の件

第２号議案　平成２８年度　決算報告の件　　　　　　　　　　　　　第７号議案　規程の策定改訂について（監事監査規程・就業規則）

第３号議案　社会福祉充実残額報告の件　　　　　　　　　　　　　　第８号議案　随意契約の報告の件

第４号議案　理事・監事の選任の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　第９号議案　平成２８年度資金運用報告の件

第５号議案　会計監査人の選定の件

平成30年3月31日 7 2

第１号議案　平成３０年度事業計画案の件　　　　第６号議案　随意契約の件

第２号議案　平成２９年度補正予算案の件　　　　第７号議案　平成３０年度資金運用計画書の件

第３号議案　平成３０年度予算案の件

第４号議案　定款変更の件

第５号議案　規程改訂の件

平成30年3月28日 6 2

第１号議案　平成３０年度事業計画案の件　　　　　　　　　　　　第６号議案　評議員会の招集と招集手続き省略の件

第２号議案　平成２９年度補正予算案の件　　　　　　　　　　　　第７号議案　随意契約の件

第３号議案　平成３０年度予算案の件　　　　　　　　　　　　　　　第８号議案　平成３０年度資金運用計画書の件

第４号議案　定款変更の件

第５号議案　規程改訂の件

平成29年12月2日 6 2

第１号議案　平成２９年度上半期　会計報告の件　　　　 　　　　第６号議案　平成３０年3月期　理事会・評議員会の開催時期（招集期間の短縮）の件

第２号議案　定款変更の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第７号議案　サ高住借入金の契約に係る書面審査実施の件

第３号議案　規程改定（役員旅費規程等）の件　　　　　　　　　 第８号議案　平成２９年度上半期　資金運用報告の件

第４号議案　随意契約の件

第５号議案　平成２９年度期中評議員会の開催の件

平成30年1月26日 6 0 第１号議案　高槻けやきの郷　サービス付き高齢者向け住宅　資金等の借入金の契約締結について

平成29年5月27日 6 2

第１号議案　平成２８年度　事業報告の件　　　　　　　　　　　　　第６号議案　平成２８年度資金運用報告の件

第２号議案　平成２８年度　決算報告の件

第３号議案　定時評議員会の開催の件

第４号議案　規程改訂について

第５号議案　随意契約の報告の件

平成29年6月17日 6 2

第１号議案　理事長選任の件

第２号議案　業務執行理事の任命の件

第３号議案　定款細則の修正の件

1

(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

特になし

1

坂井　孝

古橋　忠男

特になし

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）

01 無限定適正意見

会計監査人報告書.pdf

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

昭和50年10月1日 1 1

ア建設費 0
001 法人本部

00000001 本部経理区分 法人本部

大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

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）

（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）

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）

1,198.000

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和23年4月1日 200 2,719

ア建設費 平成16年3月31日 23,954,000 174,530,000 108,700,000 307,184,000
002

千里丘愛育

園

02091201 保育所 千里丘愛育園

大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

002
千里丘愛育

園

02090901 一時預かり事業 千里丘愛育園

大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成16年4月1日 10 478

ア建設費 0
002

千里丘愛育

園

02090801 地域子育て支援拠点事業 千里丘愛育園

大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 2 民間からの賃借等 3 自己所有

3 自己所有 平成16年4月1日 1 50
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社会福祉法人成光苑現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

002
千里丘愛育

園

昭和50年10月1日 220 2,354

ア建設費 平成19年4月1日 39,564,500 113,600,000 71,000,000 224,164,500 1,019.000
003 第二愛育園

02091201 保育所 第二愛育園

大阪府 吹田市 長野東13-5 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

ア建設費 0

583.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 1 2,531

ア建設費 0
003 第二愛育園

02090801 地域子育て支援拠点事業 第二愛育園

大阪府 吹田市 長野東13-5 3 自己所有

イ大規模修繕

004

認定こども

園　正雀愛

育園

02090801 地域子育て支援拠点事業 正雀愛育園

大阪府 摂津市 正雀4-12-23 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

昭和52年5月1日 150 1,761

ア建設費 平成25年7月1日 114,733,600 183,822,000 70,000,000 368,555,600 1,218.000
004

認定こども

園　正雀愛

育園

02101801 幼保連携型認定こども園 正雀愛育園

大阪府 摂津市 正雀4-12-23 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成8年4月1日 1 227

ア建設費 0
004

認定こども

園　正雀愛

育園

02090901 一時預かり事業 正雀愛育園

大阪府 摂津市 正雀4-12-23 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年4月1日 1 957

ア建設費 0

951.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成3年4月1日 120 1,506

ア建設費 平成22年3月31日 47,463,000 165,837,000 60,000,000 273,300,000
005

認定こども

園　一津屋

愛育園

02101801 幼保連携型認定こども園 一津屋愛育園

大阪府 摂津市 一津屋1-37-9 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

005

認定こども

園　一津屋

愛育園

02090901 一時預かり事業 一津屋愛育園

大阪府 摂津市 一津屋1-37-9 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成22年4月1日 1 1,074

ア建設費 0
005

認定こども

園　一津屋

愛育園

02090801 地域子育て支援拠点事業 一津屋愛育園

大阪府 摂津市 一津屋1-37-9 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成13年4月1日 48 571

ア建設費 平成13年4月1日 24,043,855 23,290,000 48,573,000 95,906,855 317.000
006

くるみ愛育

園

02091201 保育所 くるみ愛育園

大阪府 大阪市生野区 小路東2-7-13 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成22年4月1日 1 124

ア建設費 0

583.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成14年4月1日 30 396

ア建設費 平成14年4月1日 0 69,234,676 69,890,324 139,125,000
007

きりん夜間

愛育園

02091201 保育所 きりん夜間愛育園

大阪府 吹田市 長野東13-5 3 自己所有

イ大規模修繕

008
東生野愛育

園

02091201 保育所 東生野愛育園

大阪府 大阪市生野区 新今里7-15-6 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成14年4月1日 1 392

ア建設費 0
007

きりん夜間

愛育園

02090901 一時預かり事業 きりん夜間愛育園

大阪府 吹田市 長野東13-5 3 自己所有 3 自己所有

平成27年4月1日 19 162

ア建設費 0 79.000
009

くるみ小規

模保育園

02091601 小規模保育事業 くるみ小規模保育園

大阪府 大阪市生野区 小路東2-8-4 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

459.000

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成23年4月1日 120 1,452

ア建設費 0

3,559.500

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和54年4月1日 90 1,071

ア建設費 平成30年3月31日 635,378,000 352,025,000 520,000,000 1,507,403,000
010 岩戸ホーム

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 岩戸ホーム

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有

イ大規模修繕

010 岩戸ホーム

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 岩戸ホーム

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和54年4月1日 10 109

ア建設費 0
010 岩戸ホーム

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 岩戸ホーム

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有 3 自己所有

平成6年4月1日 1 1

ア建設費 0
010 岩戸ホーム

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 岩戸ホーム

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有 3 自己所有

510.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成10年10月1日 35 380

ア建設費 平成10年4月1日 0 115,367,000 35,000,000 150,367,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年8月1日 1 1

ア建設費 0
010 岩戸ホーム

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 定期巡回随時対応型訪問介護看護ケア24

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成18年4月1日 25 280

ア建設費 0
010 岩戸ホーム

02120501 小規模多機能型居宅介護事業 あっとホームらく楽

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有 3 自己所有

昭和50年8月1日 50 583

ア建設費 平成25年7月1日 31,590,000 218,750,000 202,000,000 452,340,000 2,249.000
011

サポートハウ

スいわと

01030301 軽費老人ホーム サポートハウスいわと

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有 3 自己所有

2,910.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年4月1日 50 598

ア建設費 平成8年3月31日 0 616,492,000 239,988,000 856,480,000
012

サンヒルズ紫

豊館

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有

イ大規模修繕

012
サンヒルズ紫

豊館

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有

イ大規模修繕

平成8年4月1日 20 263

ア建設費 0
012

サンヒルズ紫

豊館

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有 3 自己所有

平成8年4月1日 1 1

ア建設費 0
012

サンヒルズ紫

豊館

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年4月1日 30 281

ア建設費 0

イ大規模修繕

イ大規模修繕

平成18年4月1日 1 1

ア建設費 0
012

サンヒルズ紫

豊館

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有 3 自己所有
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013
ケアハウス紫

豊館

01030301 軽費老人ホーム ケアハウス紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有

平成14年5月8日 30 299

ア建設費 平成14年5月31日 0 0 97,000,000 97,000,000 406.000
014

厚デイサービ

スセンター

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 厚デイサービスセンター

京都府 福知山市 厚東町74-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年4月1日 15 180

ア建設費 平成8年3月31日 0 146,465,000 57,055,000 203,520,000

4,873.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 54 629

ア建設費 平成26年4月1日 0 406,343,000 0 406,343,000
015 せっつ桜苑

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有

イ大規模修繕

015 せっつ桜苑

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有

イ大規模修繕

平成9年4月1日 16 194

ア建設費 0
015 せっつ桜苑

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有 3 自己所有

平成9年4月1日 10 90

ア建設費 0
015 せっつ桜苑

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 30 341

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 1 1

ア建設費 0
015 せっつ桜苑

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有

イ大規模修繕

015 せっつ桜苑

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有

イ大規模修繕

平成9年4月1日 90 1,039

ア建設費 0
015 せっつ桜苑

02120801 老人福祉センター せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有 3 自己所有

平成15年3月27日 1 1

ア建設費 0
015 せっつ桜苑

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成9年4月1日 2 2

ア建設費 0

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成17年6月1日 10 104

ア建設費 0
016

きりんデイ

サービスセン

ター

02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型） きりんデイサービスセンター

大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

018
高槻けやき

の郷

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 高槻けやきの郷

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成24年9月1日 1 1

ア建設費 0
017

きりんヘル

パーステー

ション

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） きりんヘルパーステーション

大阪府 摂津市 千里丘2-12-5　DAKAPO　2-D 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

平成16年1月1日 20 236

ア建設費 0
018

高槻けやき

の郷

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 高槻けやきの郷

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有 3 自己所有

6,721.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年1月1日 100 1,170

ア建設費 平成16年1月1日 0 713,336,000 874,342,470 1,587,678,470

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年1月1日 40 313

ア建設費 0
018

高槻けやき

の郷

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 高槻けやきの郷

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有

イ大規模修繕

018
高槻けやき

の郷

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） 定期巡回型訪問介護看護ケア２４

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年12月1日 12 107

ア建設費 0
018

高槻けやき

の郷

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） 高槻けやきの郷

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有 3 自己所有

平成24年3月1日 12 129

ア建設費 平成24年3月31日 0 10,000,000 22,512,000 32,512,000 132.000
019

寿みのりの

郷

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） 寿みのりの郷

大阪府 高槻市 寿町3-3-12 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成27年4月1日 1 1

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年1月1日 1 1

ア建設費 0
019

寿みのりの

郷

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 寿みのりの郷

大阪府 高槻市 寿町3-3-12 3 自己所有

イ大規模修繕

020
吹田竜ヶ池

ホーム

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 吹田竜ヶ池ホーム

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成20年4月1日 50 586

ア建設費 平成20年4月1日 74,725,000 307,040,000 809,400,000 1,191,165,000 3,242.000
020

吹田竜ヶ池

ホーム

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 吹田竜ヶ池ホーム

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成20年4月1日 18 128

ア建設費 0
020

吹田竜ヶ池

ホーム

02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） 吹田竜ヶ池ホーム

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 20 227

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 10 68

ア建設費 0
020

吹田竜ヶ池

ホーム

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） 吹田竜ヶ池ホーム

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

021 ココリス

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） ココリス

大阪府 摂津市 一津屋1-35-22 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年4月1日 1 1

ア建設費 0
020

吹田竜ヶ池

ホーム

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 吹田竜ヶ池ホーム

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成28年4月1日 8 9
021 ココリス

02090101 障害児通所支援事業（児童発達支援） ココリス

大阪府 摂津市 一津屋1-35-22 3 自己所有 3 自己所有

303.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成28年4月1日 10 60

ア建設費 平成28年4月1日 73,185,433 0 0 73,185,433
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１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

ア建設費 0
021 ココリス

2,439.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11月1日 29 340

ア建設費 平成20年11月1日 0 55,000,000 507,488,062 562,488,062
022

ライフ・ステー

ジ舞夢

01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） ライフ・ステージ舞夢

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有

イ大規模修繕

022
ライフ・ステー

ジ舞夢

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループ・ホーム舞夢

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成20年11月1日 11 135

ア建設費 0
022

ライフ・ステー

ジ舞夢

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ライフ・ステージ舞夢

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有 3 自己所有

平成17年10月13日 1 1

ア建設費 0
022

ライフ・ステー

ジ舞夢

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） ケア･オフィス 舞夢

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11月1日 18 215

ア建設費 0

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成21年3月31日 20 211

ア建設費 0
023

加佐デイ

サービスセン

ター

02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 舞鶴市加佐デイサービスセンター

京都府 舞鶴市 八田962 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

001 法人本部

01070201 生活に関する相談に応じる事業 地域貢献事業

大阪府 摂津市 千里丘3-16-7 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成24年11月1日 12 128

ア建設費 平成25年1月1日 20,759,445 0 0 20,759,445 302.000
024

デイ・ホーム

和夢

02120301 老人デイサービス事業（認知症対応型） デイ・ホーム和夢

京都府 舞鶴市 下福井大野辺928-3 3 自己所有 3 自己所有

平成12年4月1日 140 1,576

ア建設費 0
010 岩戸ホーム

06260301 （公益）居宅介護支援事業 岩戸ホーム

京都府 福知山市 字猪野々31-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成28年4月1日 1 1

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 170 2,052

ア建設費 0
012

サンヒルズ紫

豊館

06260301 （公益）居宅介護支援事業 サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有

イ大規模修繕

017

きりんヘル

パーステー

ション

06260301 （公益）居宅介護支援事業 きりんケアプランセンター

大阪府 摂津市 千里丘2-12-5　DAKAPO　2-D 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

平成12年4月1日 108 957

ア建設費 0
015 せっつ桜苑

06260301 （公益）居宅介護支援事業 せっつ桜苑

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有 3 自己所有

平成16年4月1日 140 1,613

ア建設費 0
018

高槻けやき

の郷

06260301 （公益）居宅介護支援事業 高槻けやきの郷

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成17年6月1日 134 1,317

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 108 1,289

ア建設費 0
020

吹田竜ヶ池

ホーム

06260301 （公益）居宅介護支援事業 吹田竜ヶ池ホーム

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

023

加佐デイ

サービスセン

ター

06260401 （公益）介護予防支援事業 舞鶴市加佐地域包括支援センター

京都府 舞鶴市 八田962 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成17年10月13日 107 1,322

ア建設費 0
022

ライフ・ステー

ジ舞夢

06260301 （公益）居宅介護支援事業 ケア･オフィス 舞夢

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有 3 自己所有

平成22年4月1日 1 1

ア建設費 0
012

サンヒルズ紫

豊館

06260401 （公益）介護予防支援事業 成和地域包括支援センター

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成21年10月1日 75 851

ア建設費 0

イ大規模修繕

022
ライフ・ステー

ジ舞夢

06320901 （公益）社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 ライフ・ステージ舞夢　初任者研修

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成26年2月1日 1 1

ア建設費 0
020

吹田竜ヶ池

ホーム

06320901 （公益）社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 吹田竜ヶ池ホーム　初任者研修

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等 3 自己所有

平成20年11月1日 1 1

ア建設費 0
022

ライフ・ステー

ジ舞夢

02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） ライフ・ステージ舞夢　身障訪問介護

京都府 舞鶴市 字桑飼上小字深田1088-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年11月1日 1 1

ア建設費 0

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 1 1

ア建設費 0
010 岩戸ホーム

06260103 （公益）居宅サービス事業（訪問看護） 岩戸ホーム

京都府 福知山市 猪野々31-1 3 自己所有

イ大規模修繕

021 ココリス

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） ココリス

大阪府 摂津市 一津屋1-35-22 3 自己所有

イ大規模修繕

平成28年4月1日 1 1

ア建設費 0
012

サンヒルズ紫

豊館

02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護） サンヒルズ紫豊館

京都府 福知山市 字榎原小字平180-2 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成29年4月1日 2 2

ア建設費 0

（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）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

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

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
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社会福祉法人成光苑現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

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）

（イ）修繕費合計額（円）

025
高齢者向け

賃貸住宅

03321101 有料老人ホームを経営する事業 高齢者向け優良賃貸住宅　竜ヶ池ハウス

大阪府 吹田市 原町3-21-25 1 行政からの賃借等

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）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

平成30年4月1日 50 1

ア建設費 平成30年3月31日 28,111,000 57,249,000 500,000,000 585,360,000 1,920.690
026

高齢者向賃

貸住宅

03321101 有料老人ホームを経営する事業 高槻けやきの郷（建設会計）

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有 3 自己所有

1,715.000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 24 252

ア建設費 平成20年4月1日 133,525,000 41,860,000 186,800,000 362,185,000

イ大規模修繕

3 自己所有 平成12年4月1日 1 1

ア建設費 0
027 診療所

03321401 その他所轄庁が認めた事業 桜苑診療所

大阪府 摂津市 桜町1-1-11 3 自己所有

イ大規模修繕

027 診療所

03321401 その他所轄庁が認めた事業 竜ヶ池診療所

大阪府 吹田市 原町3-21-25 3 自己所有

イ大規模修繕

平成16年1月1日 1 1

ア建設費 0
027 診療所

03321401 その他所轄庁が認めた事業 けやき診療所

大阪府 高槻市 番田1-60-1 3 自己所有 3 自己所有

平成12年4月1日 1 1

ア建設費 0
027 診療所

03321401 その他所轄庁が認めた事業 岩戸診療所

京都府 福知山市 猪野々31-1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年4月1日 1 1

ア建設費 0

イ大規模修繕

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

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

（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）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

親子教室 大阪府

0～2歳児の親子を対象に様々な遊びを通じて親子の関わりや他の親子との交流を持てるように支援する
地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

育児相談 大阪府

来園・電話による育児・子育て相談窓口

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

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

出前保育 大阪府

公園に保育士が出向き、手遊び、絵本、ペープサート、エプロンシアター、体操等を実施する。

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

サークル支援 大阪府

サークル活動の場所を提供し、活動内容の一部を支援。その他にも親子で集まる場所として提供

地域における公益的な取

組⑨（その他）

園庭・支援室開放 大阪府

支援室・園庭を自由に使ってもらうことで安心・安全に遊べる場を提供する。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

絵本室の開放および絵本の貸出 大阪府

絵本室を開放し、希望者には絵本の貸し出しを行っている

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

ベビーヒーリング 大阪府

ベビーヒーリングを地域の親（3～7ヶ月の赤ちゃん対象）子を対象に実施。

地域における公益的な取

組⑦（地域住民に対する

各種講座の開催 大阪府

在宅児童の親子を対象に絵本講座や保健師・栄養士による健康・食育等に関する講座を開催

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

公開リズム 大阪府

在園児と一緒にリズム遊びを行い、親子で楽しんでもらう。保育士がエプロンシアター等を披露している。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

すこやかサロン 大阪府

離乳食中期・後期講習会、保健師による健康講座、ハッピーマタニティ、歯科医による出前講座等

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

誕生日会へのご招待 大阪府

誕生日を迎える親子に来園してもらい、園児と一緒に誕生日をお祝いし、プレゼントを渡す。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

子育てサロン 大阪府

育児相談員・看護師を配置して好きな時間帯に来園してもらい、育児相談・子育て情報交換の場を提供する。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

あいあいパーク 大阪府

地域の小学校の体育館で、地域の親子に対して遊びの提供を行う。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

地域の高齢者を招待するイベント開催 大阪府

民生委員を通じて地域の高齢者の方々を招待し、園児との交流を図る（お花見会、昼食会等）

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

保健センター１歳半健診のお手伝い 大阪府

保健センターが実施している１歳半健診に来た人たちを対象に絵本や手遊び等を提供している。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

やんちゃクラブ 大阪府

民生児童委員が主催している親子教室に参加

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ちびっこふれあい運動会 大阪府

地域の関係機関との協働活動。地域の子育て家族が参加。体操、リズム、ふれあい遊び等の行う。

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

えほんDEなかよし 大阪府

地域の親子が交流する場を提供し、その中で保育士が絵本の読み聞かせをしたり、ふれあい遊び等を紹介する

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

ボランティアの受入 大阪府

学生や地域の高齢者をボランティアとして受入れ。行事や日常の保育に参画してもらっている

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

地域の子育て広場への参画（民生委員主催） 大阪府

地域の公民館に出向き、民生委員が実施している親子教室の支援する。

地域における公益的な取

組⑨（その他）

赤ちゃん駅 大阪府

「赤ちゃん駅」のノボリを正門前に立て、地域の人が気軽に授乳することができる場を提供する

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

地域のイベントへの参加 大阪府

自治会主催の地蔵盆への参加（園児・親子教室利用者）

地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

ほっとタイム 大阪府

地域の高齢者を対象に園を開放し、買い物や散歩の途中の休憩場所として立ち寄ってもらう場を提供

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

お茶の会 大阪府
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社会福祉法人成光苑現況報告書様式（平成30年4月1日現在） 別紙１

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 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額等の総額（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 ～

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

地域における公益的な取

組⑤（既存事業の利用

社会福祉法人等利用者負担軽減制度の実施 大阪府・京都府

低所得で生計が困難な方について、利用者負担を軽減する

地域における公益的な取

組⑤（既存事業の利用

特別地域加算減免事業の実施 京都付

利用者負担分を減額し、社会福祉法人等の申請によって、市町村が助成を行う。

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

地域の総合相談窓口の設置 大阪府・京都府

介護に関する事項に留まらず、総合的な相談を受け付ける窓口の設置
地域における公益的な取

組⑥（地域の福祉ニーズ

認知症カフェの開催 大阪府

認知症の家族を抱える地域住民を対象に相談受付、講座等を実施。

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

福祉有償運送サービス 大阪府・京都府

移動困難者に対する安価での移動支援

地域における公益的な取

組⑨（その他）

施設敷地内での地域住民の活動支援 大阪府

施設の敷地内の畑を利用し、地域住民が野菜の栽培や収穫、販売

地域における公益的な取

組⑨（その他）

1人暮らしの高齢者宅の訪問 大阪府

年３回、園近隣の一人暮らしの高齢者宅を園児が訪問し、園で収穫した野菜等をプレゼントしている。

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

高齢者や障害者等の移動支援 京都府

公共交通機関が未発達のエリアにおける交通弱者に対する福祉バスの運行（１日４往復）

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者 地域の公民館に園児が出向き、近隣の高齢者とお茶の会を通じて交流の機会をもつ

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

地域の防災に係る協働体制の強化 大阪府・京都府

指定避難所としての登録や防災倉庫の設置等、災害発生時のネットワークの構築

地域における公益的な取

組⑨（その他）

就労困難者の受入（訓練・就業等） 大阪府・京都府

中間的就労の受入や障がい者の就業訓練等の積極的な受入。

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

災害派遣福祉チームへの参画 京都府

災害派遣福祉チーム員として、府の災害時要配慮者避難支援センターの活動への参画

地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域の除雪作業への支援 京都府

豪雪地帯における通学路等の地域の除雪作業支援の実施

地域における公益的な取

組②（地域の要支援者

地方福祉創生事業への参画 京都府

生活困窮者に対して、基金への拠出・相談支援や支援事業への協力

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

自治会活動等への参画 大阪府・京都府

自治会をはじめとする地域の活動にスタッフを派遣し、地域福祉の活性化を図る

地域における公益的な取

組⑧（地域の関係者との

大阪しあわせネットワークへの参画 大阪府

基金への拠出及び相談支援（CSWの配置及び養成）

地域における公益的な取

組①（地域の要支援者

生活困窮者に対する相談支援事業 大阪府

各施設においてＣＳＷを養成し、制度が適用されない地域住民に対する支援体制を構築

地域における公益的な取

組⑤（既存事業の利用

通所介護サービスにおけ食費負担軽減 大阪府

負担限度額認定証の対象とならない通所介護サービスの利用者についても、食費に係る費用負担軽減を図る
地域における公益的な取

組⑨（その他）

地域の高齢者からの緊急通報への対応 京都府

地元自治会と協働で地域の高齢者からの緊急通報への24時間365日対応。

0

0

0

0

0

0

吹田竜ヶ池ホーム 2015

東生野愛育園 2013

千里丘愛育園 2017

せっつ桜苑 2016

高槻けやきの郷 2016

厚デイサービスセンター 2016

岩戸ホーム 2016

サンヒルズ紫豊館 2016

ライフ・ステージ舞夢 2016

2 無

3,959,273,582

421,003,022

1,355,284,322

施設名 直近の受審年度

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

1 有

0

0

0

くるみ愛育園 2017

きりん夜間愛育園 2017

第二愛育園 2017

正雀愛育園 2017

一津屋愛育園 2011

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

7,516,800

02 監査法人

太陽有限責任監査法人

1 有
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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

2 無

2 無

2 無

2 無

1 有
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