
別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記                                                                      

該当無し。

２．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

　　　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

　　　退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

　　　　　　　　　　　　　により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

３．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度                                                                      

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分                                                

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2）事業区分別内訳表（事業区分が社会福祉事業のみのため省略）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(4）公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　　当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5）収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　（１）社会福祉事業区分

　　　　　　１　社会福祉事業拠点区分

　　　　　　　　　ア　法人運営事業サービス区分

　　　　　　　　　イ　地域福祉活動事業サービス区分

　　　　　　　　　ウ　共同募金配分金事業サービス区分

　　　　　　　　　エ　福祉サービス利用支援事業サービス区分

　　　　　　　　　オ　生活福祉資金貸付サービス区分

　　　　　　２　施設経営事業拠点区分



　　　　　　　　　ア　老人福祉センター事業サービス区分

　　　　　　　　　イ　金立いこいの家事業サービス区分

　　　　　　　　　ウ　松梅児童館事業サービス区分

　　　　　　３　介護保険等事業拠点区分

　　　　　　　　　ア　居宅介護支援事業サービス区分

　　　　　　　　　イ　通所介護事業サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地        817,539             0             0       817,539

建物      3,571,920             0     1,190,640     2,381,280

建物付属設備              3             0             0             3

定期預金      7,150,000             0             0     7,150,000

合            計     11,539,462             0     1,190,640    10,348,822

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

モーターベットを処分したことにより、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

８．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　該当無し。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

基本財産

土地        817,539             0       817,539

建物     59,532,000    57,150,720     2,381,280

建物付属設備     25,970,000    25,969,997             3

その他の固定資産

建物        347,392       191,741       155,651

建物付属設備     14,940,600    12,631,798     2,308,802

構築物        604,341       104,250       500,091

車両運搬具     32,326,800    31,173,682     1,153,118

器具・備品     33,939,116    28,151,805     5,787,311

ソフトウエア

合            計    168,477,788   155,373,993    13,103,795



１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                          

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

該当無し

合            計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

該当無し

合            計

１２．関連当事者との取引の内容                                                                      

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。                                                        
（単位：円）

法人 事業の 議決権 関係内容 取引の

種類 等の 住所 資産総額 内容又 の所有 役員の 事業上 内容 取引金額 科目 期末残高

名称 は職業 割合 兼務等 の関係

該当無し

取引条件及び取引条件の決定方針等                                                                    

１３．重要な偶発債務                                                                                

該当無し。

１４．重要な後発事象                                                                                

該当無し。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当無し。



別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　総平均等に基づく減価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

　　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

　　　退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

　　　　　　　　　　　　　により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当無し。

３．採用する退職給付制度                                                                            

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(4) サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）

(5）サービス区分事業活動計算書（別紙３(21)）

　　　ア　法人運営事業サービス区分

　　　イ　地域福祉活動事業サービス区分

　　　ウ　共同募金配分金事業サービス区分

　　　エ　福祉サービス利用支援事業サービス区分

　　　オ　生活福祉資金貸付サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地        817,539             0             0       817,539

建物      3,571,920             0     1,190,640     2,381,280

建物付属設備              3             0             0             3

定期預金      7,150,000             0             0     7,150,000

合            計     11,539,462             0     1,190,640    10,348,822



６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当無し。

７．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　該当無し。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

土地        817,539             0       817,539

建物     59,532,000    57,150,720     2,381,280

建物付属設備     25,970,000    25,969,997             3

車両運搬具     21,099,815    21,099,800            15

器具・備品     17,809,711    13,937,456     3,872,255

合            計    125,229,065   118,157,973     7,071,092

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

該当無し

合            計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

該当無し

合            計

１１．重要な後発事象                                                                                

該当無し

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

　　平成１９年４月１日以後に取得した有形固定資産については、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

　　該当無し。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当無し。

３．採用する退職給付制度                                                                            

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 施設経営事業拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(4) サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）

(5) サービス区分事業活動計算書（別紙３(21)）

　　ア　老人福祉センター事業サービス区分

　　イ　金立いこいの家事業サービス区分

　　ウ　松梅児童館事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

該当無し

合            計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

モーターベットを処分したことにより、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。



７．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　該当無し。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物       347,392      191,741      155,651

建物付属設備    14,940,600   12,631,798    2,308,802

構築物       604,341      104,250      500,091

器具・備品    14,983,855   13,093,735    1,890,120

合            計    30,876,188   26,021,524    4,854,664

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

該当無し

合            計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

該当無し

合            計

１１．重要な後発事象                                                                                

該当無し。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当無し。



別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　総平均等に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、

　　平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産について、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

　　該当無し。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当無し。

３．採用する退職給付制度                                                                            

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

(4）サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）

(5）サービス区分事業活動計算書（別紙３(21))

　　ア　居宅介護支援事業サービス区分

　　イ　通所介護事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

該当無し。

合            計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当無し。



７．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当無し。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

車両運搬具    11,226,985   10,073,882    1,153,103

器具・備品     1,145,550    1,120,614       24,936

合            計    12,372,535   11,194,496    1,178,039

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

該当無し。

合            計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

該当無し。

合            計

１１．重要な後発事象                                                                                

該当無し。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし


