
白雪会

別紙1 
現況報告書(平成30年4月1日現在)

|1.法人基宋情報| 

2)iP1IlJH区分� 」盟堕立区全� 
100午葉市� 12100 

71法人の名称 |白雪会

B)主たる事務所の住所 |干葉県 |干葉市 

9)主たる事務所の電話番号� 1043-291-6601 1 (10)主たる事務所の� FAX番号� 

12)従たる事務所の住所� 
13)法人のト品。 -y~y トや以 1 http://www.honda-club.jp/ 
15)法人『設立認可年月日| 昭和54年7月2日1(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 17名 ~9名 lill評議員の現員� 

I3.当該会計年度の初日における理事の状況

じ2!里事の定員� F否可否 凶理事の現員� 

(3-2)理事の役職
 

(3-1)理事の氏名


(3戸� 8)理事の任期
 

皆川達也 


切ili¥伸


福田誠夫 


平井晋也 
  

14.当該会計年度の初日における監事の状況

国監事の定員 戸亙耳丙 也監事の現員� 

15且前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(ト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)
 

I 当該会計年度の初日における職員の状況6 

11法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 日|②常勤兼務者の実数� 

常勤換算数

泊施設ー事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 131②常勤兼務者の実数

常勤換算数

金主ム童三� 担金思 P聾主6040005001521 

緑区高田町4日1-16 

043-292・1885 1(11)従たる事務所の有無� 

(14)法人の介M'トや以� I @arlOhonda:C n.ocn.ne.jp 
百荷百草E育資百� 

71(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)� 1 300，0001 

61(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)� 1 E盟主� 

21(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)1 且� 

1 1③非常勤者の実数

常勤換算数� 

01③非常勤者の実数 2 

常勤換算数� 1.0 

(3-2)②監事の所轄庁からの再~.tJf龍状;兄 

http:honda:Cn.ocn.ne.jp
http:http://www.honda-club.jp


白雪会� 

17 前会計年度に実施した評議員会の状況� 

(1)評議員会ごとの評議
(7.)評議員会ごとの評議員理事監

員会開催年月日	
事・会計監査人別の出席者数� (3)評議員会ご1の決議事項


評議員 理事 監事 会計監貧人 


平成2日年度の計算書類等(;;史算)の承認について


平成29年6月6日� 7 1 2 理事、監事の仔期満了lζ伴う選任E件


役員等報酬に関する件
 

|(4)うち開催在省略しIc[ol数� 01 

|8.前会計年度lζ実施した理事会の状況� 

(2)理事会ごとの理事監事
(1)理事会ごとの理事会� 

別の出席者数� (3)理事会ごとの決議事項

開催年月日


理事 監事

平成29年度施設会計1次補E予算にコいて -新役員候補者(理事、監事)の選任(~コいて

平成28年度本部並び(し胞設事業報告にコいて 定時評議員会の招集事項について

平成29年5月19U 5 Z 平成28年度本部並びに施設会計決算について


経1野原呈の一昔日改正(，二コいて


-役員等報酬1見程について


理事長のi呈定(~コいて

平成29年6月6U 5 
2 業務執行理事の選定について

施設長の選任につ'c1て

第三者委員の選任 I~コいて

-ー平n成必2コー年� 施白設い山整口備i Tい閉て乙9r'度又4 積し阻立誼金云に己つf 止す'左手Ic~し lι

平成30年3月28日� 5 
1 	平成30年度本部並びに施設事業計画について


平成30年度本部並びに施設会計予貨について


給与!閉規イ太程輩の下37，部盲改l臼正栢に時つ間い勤て控笠
¥T，IFf:-j[剖前1m間す旦番目印	 ..民

|(4)うち開催在省略した回数� 01 

19.前会計年度に実施した監事監査の状況� 

E

E

E

(1)監事監査を実施した監事の氏名� 

(2)監査報告にJり求め呂れた改善すべき事項� 

(3)監査報告により求酌られた改善すべ吉

事項に対する対応
 

I10.前会計年度(こ実施した会計監査の状況� 

(1)

(2)会計監査人による監査報告書� 

111.前会計年度における事業等0)

会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1既要一� (1)社会福祉事業の実施状況

J
 

(2)公益事業� 

4
分

¢
区

点

中
拠
「
ト 占

、
称

処

名ι2

分区

4531本部会計� 

軽費者人

ホームほん

だくらぶ� 

111.前会計年度における事業等の概要 

①-3事業類型� 1<D-4実施事業名称 ②事業所の名称
コド分類� 

1⑥始一事年業月所日単位での事業開� 1位⑦事での業定所員単� I⑧月総年数)利間(用人(4者月/延年~べ"③事業所の所在地
①� 1拠点� 

①-2地点
区分コド

区分名称
分類

建状.SJ物亭況葉の保市有の1:状④土事地況業の保所有の

計上)(ζしおりる主たる事業{副年度の年間収益が最も多い事業)1⑤社会福祉施設等の建設等白状況(当薮拠点区分

I 
I

I 
I 

I 
I 

(ア)建設年月日 (イ)自己資金額(円) ~ウ円)) 補助金額

~ア) ~ア) 日(ア)� 
u回目~__LU回目~__ _LI:3~J回目~__Ll4回目L___ 

ア建設費� 

イ大規模修繕� 

(工)借入金額(円)	 |同建設費合計額円 |ウ延べ床面積

I~ア) -4修繕年月日� I~ア) -5修繕年月日� u_Lu回目)
川.E'll.修-繕-費一合一

-1修繕年月日� 2修繕年月日� 3修繕年月- -
計額� 



とエ旦組

白申ム
ヨ� E 

11 1岨前会計年度にお灯る事業等¢概要一� (3)収益事業� 

①� 3事業類型� 1 (jJ-4~年他事業名称 
コド分類 	  

C工事業所の名称

③事業所の所在地	 1:1守:、却手j草G)保p 状〔建D物況事菜町保附有の� ⑤仙坦事業所単位での事業開� !l|lud ③月総年数)利間(用人(4者月/延年~べ̂!i有の I I 計)事業所単� I
①� 1拠点

①同2拠告 状況 年月日� Eの定員

区分� Jード

区分名称 ⑨社会福祉飽設等の穿設等の状況(当該拠点区分1:おけるキf弘事業(目リ年度の年間収益が最も多い事業)し計上)


~ウ円))補助金額	 (オ)建設費合計知(円)

日 ア5)回-目5)修繕'fH日� 

I
Ii


I
I


分ま担

ア建設費 1;アy1I)回建亡目設I)落年月語日� I(イ)自己資金額(円) I
ウ延P(工)借入金額(円) 床面積

イ大規模修繕 年月B |l|((Y2)回-目2)修繕年月日� (Y()3-回3目修)繕年月 ((ア4)回-目4)修繕年月日� liイ円))修繕費合計額� 

11 1 前会計年度にお[tる事業等の概歪ー� (4)備考

恒B実A
E

A
U人連-hお判�

 

TI亘tにおける公益的な|わくわく食事会

一
&スベ流ス L+J 事食スω

れ
白

た
1
 

I11-2.うち地i期ζおける公益的な取組(地域公益事業含む) (再開

②取組の名称 ③取組の実施場所(区1M) 

GE取組内容� 

ほえた� 5ぷ集会場

近隣住民を対象とし、食事(昼食) 栄養指導講話等により施設と也1 のつなhりを構築するe 

i1 2幽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)社会福批充実残額等町総額(円)

(2)社会福祉充実計画における計幽額(計画期間中E総額)

(j社会福祉事業文は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)

逗地域公益事業(円)

主公益事業(円)

:1:合計額(①+②+③) (円)

(3)社会福枇充実残額の前年度のj主資実績額

①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業I~類する小規1車事業)
②士似崎弘円益事業 (円)

③公益事業(円)
 
11合計額(①+②+③) (円)
 

(4)社会福祉充実計画の実施期間

I1 3.透明性の確保1;:向けた取組状況

(1)積極的な情報公表� Pの取組
 
q任意事項の公表の有無

②事業報告

<[:，財産自録

(2:事業計画書

生第三者評価結果

喧苦青処1野吉果

③監事監査結果

|14.ガパナンスの強化・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望堕墾金造型些翠

①実施者の区分� | 
②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J(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� | 

②実施した改善内容� 

ι

且

(円)	 1 口|� 

l 01  
l01  
101  

(円)1 01  
!日 |  

l01  
i01  
L----~~_I ~ [ 

(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fl

匡霊室重4'Jll'I 


