
別紙１ 

計算書類に対する注記（法人全体） 

 

１ 継続事業の前提に関する注記 

 該当なし 

 

２ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ア 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）による。ただし、取得価額と当該債券の金額との差額の重要性が乏

しいと認められる場合は、この限りでない。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

  イ 無形固定資産（権利を除く） 

   定額法による。 

  ウ リース資産 

   該当なし 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   社会福祉法人会計基準（平成２８年厚生労働省令第７９号。以下「会計基準省令」という。）

第２条第４項の規定及び経理規程第５４条ただし書の規定により、計上しない。 

（４）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

３ 重要な会計方針の変更 

 会計基準省令の制定により、これに従い会計処理している。 

 

４ 法人で採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

５ 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

 当法人の作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式） 

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

３号第３様式）は省略している。 

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容 

ア 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業） 

  （ア）法人運営事業 

  （イ）広報・啓発事業 

  （ウ）地域福祉活動支援事業 

  （エ）見守り活動支援事業 

  （オ）ふれあいサロン事業 



  （カ）家族介護者交流事業 

  （キ）ボランティア推進事業 

  （ク）心配ごと相談事業 

  （ケ）共同募金配分金事業 

  （コ）生活福祉資金貸付事業 

  （サ）善意銀行運営事業 

  （シ）善意銀行預託金事業 

  （ス）地域福祉基金運営事業 

  （セ）日常生活自立支援事業 

イ ホームヘルプサービス事業拠点区分（社会福祉事業） 

  （ア）訪問介護事業 

  （イ）障害福祉サービス事業 

  （ウ）移動支援事業 

ウ 地域包括支援センター拠点区分（公益事業） 

  （ア）包括的支援事業 

  （イ）介護予防支援事業 

 

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次のとおりである。 

                                    （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 

定期預金 1,500,000 0 0 1,500,000 

合計 1,500,000 0 0 1,500,000 

  

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 

 該当なし 

 

８ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

９ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 16,895,610 16,459,766 435,844 

器具及び備品 5,879,648 4,609,015 1,270,633 

権利 76,440 0 76,440 

ソフトウェア 1,260,000 1,260,000 0 

合計 24,111,698 22,328,781 1,782,917 

  

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次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 17,106,626 0 17,106,626 

未収補助金 6,388,237 0 6,388,237 

合計 23,494,863 0 23,494,863 

  



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

                                    （単位：円） 

 帳簿価格 時  価 評価損益 

第 109 回利付国債（5年） 59,942,079 60,210,000 267,921 

第 110 回利付国債（5年） 49,994,095 50,270,000 275,905 

合計 109,936,174 110,480,000 543,826 

  

12 関連当事者との取引の内容 

 該当なし 

 

13 重要な偶発債務 

 該当なし 

 

14 重要な後発事象 

 該当なし 

 

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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（地域福祉推進事業） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ア 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）による。ただし、取得価額と当該債券の金額との差額の重要性が乏

しいと認められる場合は、この限りでない。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

  イ 無形固定資産（権利を除く） 

   定額法による。 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   社会福祉法人会計基準（平成２８年厚生労働省令第７９号。以下「会計基準省令」という。）

第２条第４項の規定及び経理規程第５４条ただし書の規定により、計上しない。 

（４）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

３ 採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分 

 本拠点区分において作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第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）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

  ア 法人運営事業 

  イ 広報・啓発事業 

  ウ 地域福祉活動支援事業 

  エ 見守り活動支援事業 

  オ ふれあいサロン事業 

  カ 家族介護者交流事業 

  キ ボランティア推進事業 

  ク 心配ごと相談事業 

  ケ 共同募金配分金事業 

  コ 生活福祉資金貸付事業 

  サ 善意銀行運営事業 

  シ 善意銀行預託金事業 

  ス 地域福祉基金運営事業 

  セ 日常生活自立支援事業 

 



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次のとおりである。 

                                    （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 

定期預金 1,500,000 0 0 1,500,000 

合計 1,500,000 0 0 1,500,000 

  

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 

 該当なし 

 

７ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

８ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 9,016,555 9,016,549 6 

器具及び備品 3,964,067 3,742,407 221,660 

権利 76,440 0 76,440 

ソフトウェア 1,260,000 1,260,000 0 

合計 14,317,062 14,018,956 298,106 

  

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次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 1,287,942 0 1,287,942 

未収補助金 728,040 0 728,040 

合計 2,015,982 0 2,015,982 

  

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

                                    （単位：円） 

 帳簿価格 時  価 評価損益 

第 109 回利付国債（5年） 59,942,079 60,210,000 267,921 

合計 59,942,079 60,210,000 267,921 

  

11 重要な後発事象 

 該当なし 

 

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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（ホームヘルプサービス事業） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  ア 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）による。ただし、取得価額と当該債券の金額との差額の重要性が乏

しいと認められる場合は、この限りでない。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   社会福祉法人会計基準（平成２８年厚生労働省令第７９号。以下「会計基準省令」という。）

第２条第４項の規定及び経理規程第５４条ただし書の規定により、計上しない。 

（４）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

３ 採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分 

 本拠点区分において作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）ホームヘルプサービス事業拠点計算書類（会計基準省令第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）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

  ア 訪問介護事業 

  イ 障害福祉サービス事業 

  ウ 移動支援事業 

 

５ 基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

  

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 

 該当なし 

 

７ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

 

 

 

 



８ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 2,994,000 2,970,249 23,751 

器具及び備品 253,869 207,500 46,369 

合計 3,247,869 3,177,749 70,120 

  

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次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 9,564,661 0 9,564,661 

未収補助金 162,661 0 162,661 

合計 9,727,322 0 9,727,322 

  

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

                                    （単位：円） 

 帳簿価格 時  価 評価損益 

第 110 回利付国債（5年） 49,994,095 50,270,000 275,905 

合計 49,994,095 50,270,000 275,905 

  

11 重要な後発事象 

 該当なし 

 

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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（地域包括支援センター） 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  該当なし 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ア 有形固定資産 

   定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法に

よる。 

（３）引当金の計上基準 

  ア 賞与引当金 

   社会福祉法人会計基準（平成２８年厚生労働省令第７９号。以下「会計基準省令」という。）

第２条第４項の規定及び経理規程第５４条ただし書の規定により、計上しない。 

（４）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式による。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

３ 採用する退職給付制度 

 給与規程第１７条第２項の規定により、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共

済事業本部と退職金共済契約を締結している。 

 

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分 

 本拠点区分において作成する計算書類は次のとおりである。 

（１）地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第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）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

  ア 包括的支援事業 

  イ 介護予防支援事業 

 

５ 基本財産の増減の内容及び金額 

 該当なし 

  

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 

 該当なし 

 

７ 担保に供している資産 

 該当なし 

 

８ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 

車輌運搬具 4,885,055 4,472,968 412,087 

器具及び備品 1,661,712 659,108 1,002,604 

合計 6,546,767 5,132,076 1,414,691 



  

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次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

 債権額 
徴収不能引当金の 

当期末残高 
債権の当期末残高 

事業未収金 6,254,023 0 6,254,023 

未収補助金 5,497,536 0 5,497,536 

合計 11,751,559 0 11,751,559 

  

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 

 該当なし 

 

11 重要な後発事象 

 該当なし 

 

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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 

 

 


