
別紙１

1. 継続事業の前提に関する注記

　継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、権利、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度事業主負

担金を計上している。

賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与引当金

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

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度（三和の里拠点は平

成27年度までの採用職員のみ対象、ケアハウスいたや荘拠点は全採用職員対象、常源拠点（社会福祉事業）及び

常源拠点（公益事業）は対象外、それ以外の拠点は平成17年度までの採用職員のみ対象）および青森県社会福祉

協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

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以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

　　「法人本部」

イ　三和園・茜拠点（社会福祉事業）

　　「特別養護老人ホーム三和園」

　　「特別養護老人ホーム三和園・短期入所」

　　「給食センター」

ウ　三和園・三和拠点（社会福祉事業）

　　「デイサービスセンター三和園」

　　「在宅介護支援センター三和園」

　　「在宅介護支援センター三和園・訪問介護」

エ　三和の里拠点（社会福祉事業）

　　「障害者支援施設三和の里」

　　「障害者支援施設三和の里・短期入所」

　　「障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里」

計算書類に対する注記(法人全体用）



　　「障害福祉ケアホーム三和の里」

　　「障害福祉グループホーム三和の里」

オ　白神荘拠点（社会福祉事業）

　　「特別養護老人ホーム白神荘」

　　「特別養護老人ホーム白神荘・短期入所」

　　「在宅介護支援センター白神荘・居宅介護支援」

カ　ケアハウスいたや荘拠点（社会福祉事業）

　　「ケアハウスいたや荘」

キ　いたや荘拠点（社会福祉事業）

　　「デイサービスセンターいたや荘」

　　「グループホームいたや荘」

　　「在宅介護支援センターいたや荘・居宅介護支援」

ク　城西拠点（社会福祉事業）

　　「デイサービスセンター城西」

　　「グループホーム城西」

　　「ホームヘルプステーション城西」

　　「居宅介護支援事業所城西」

ケ　おのえ拠点（社会福祉事業）

　　「デイサービスセンターおのえ」

　　「グループホームおのえ」

　　「居宅介護支援事業所おのえ」

コ　常源拠点（社会福祉事業）

　　「短期入所生活介護施設常源」

サ　常源拠点（公益事業）

　　「有料老人ホーム常源」

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）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 491,927,122 0 0 491,927,122

建物 1,675,834,722 0 67,733,337 1,608,101,385

2,167,761,844 0 67,733,337 2,100,028,507合 計

基 本 財 産 の 種 類



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

土地（基本財産） 帳簿価格 119,745,600円

建物（基本財産） 帳簿価格 391,571,110円

計 帳簿価格 511,316,710円

担保している借入の種類及び金額

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 帳簿価格 15,140,000円

計 帳簿価格 15,140,000円

9. 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 減価償却累計額 当期末残高

建物(基本財産) 2,763,340,674 1,155,239,289 1,608,101,385

建物(その他の固定資産) 1,585,434,199 907,826,162 677,608,037

構築物 140,998,540 104,725,073 36,273,467

車両運搬具 173,478,217 165,719,840 7,758,377

機械・装置 21,319,563 21,319,549 14

器具及び備品 307,033,516 260,789,981 46,243,535

4,991,604,709 2,615,619,894 2,375,984,815

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
徴収不能引当金の
当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金 273,524,938 0 273,524,938

未収金 930,282 0 930,282

立替金 276,800 0 276,800

274,732,020 0 274,732,020

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

　該当なし

科 目

合 計

科 目

合 計



12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位　円）

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

役員の兼
務等

事実上の
関係

役員およ
びその近
親者

大井正清 弘前市大
字茜町二
丁目2-
12

－

法人の理
事長

－ － －

温泉利用
料の支払

30,000,000 0
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－
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－
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－ － －
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業

関係内容
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容

取引金額 科目 期末残高



別紙２

計算書類に対する注記(法人本部)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法

　　構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法

(2) 引当金の計上基準

　　退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度

　　事業主負担金を計上している。

　　賞与引当金―職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を

　　賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成17年度までの採用

職員のみ対象)及び青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

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

当拠点区分において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) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）はサービス区分が単一のため省略している。

　　ア　本部

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩))は省略している。

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                          

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

構築物    1,328,096      11,067   1,317,029

車輌運搬具   17,630,129  17,630,127           2

器具及び備品    3,324,514   1,966,179   1,358,335

合            計   22,282,739  19,607,373   2,675,366

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                                            

該当なし

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                                      

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(三和園茜)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度事業主負担金を

計上している。

賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与引当金とし

て計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成17年度までの採用

員のみ対象）および青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

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

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) 三和園・茜拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　　ア　特別養護老人ホーム三和園　

　　イ　特別養護老人ホーム三和園・短期入所

　　ウ　給食センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

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      67,986,000              0              0     67,986,000

建物     536,940,145              0     17,089,916    519,850,229

合            計     604,926,145              0     17,089,916    587,836,229

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                          

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（基本財産）     666,506,812    146,656,583    519,850,229

建物     714,655,365    299,216,740    415,438,625

構築物      61,924,199     34,572,781     27,351,418

車両運搬具      15,079,764     14,942,532        137,232

器具及び備品      89,967,736     80,533,244      9,434,492

合            計   1,548,133,876    575,921,880    972,211,996

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

事業未収金      84,912,183              0     84,912,183

未収金         222,800              0        222,800

合            計      85,134,983              0     85,134,983

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                                      

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(三和園三)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度事業主負担金

を計上している。

賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込み額のうち当期帰属分を賞与引当金

として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成17年度までの採用職

員のみ対象)及び青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和園・三和拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　デイサービスセンター三和園

イ　在宅介護支援センター三和園

ウ　在宅介護支援センター三和園・訪問介護事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

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   113,457,782            0            0  113,457,782

建物    15,629,454            0    1,221,671   14,407,783

合            計   129,087,236            0    1,221,671  127,865,565

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                          

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(基本財産)    52,939,159   38,531,376   14,407,783

建物    47,423,185   31,330,940   16,092,245

構築物     6,338,989    3,114,580    3,224,409

車輌運搬具    25,988,845   24,611,097    1,377,748

器具及び備品    10,218,443    8,840,085    1,378,358

合            計   142,908,621  106,428,078   36,480,543

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

事業未収金     8,761,171             0     8,761,171

合            計     8,761,171             0     8,761,171

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                                      

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(三和の里)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給費引当金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制事業主負担金を計

　　　　　　　　　　上している。

賞与引当金・・・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与引当金

　　　　　　　　　　として計上している

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成27年度までの採用

職員のみ対象）及び青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

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

　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和の里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

　　ア　障害者支援施設三和の里

　　イ　障害福祉就労継続支援施設（Ａ型）三和の里

　　ウ　障害福祉ケアホーム三和の里

　　エ　障害福祉グループホーム三和の里

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

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   115,737,740            0            0  115,737,740

建物   102,194,596            0    6,355,384   95,839,212

合            計   217,932,336            0    6,355,384  211,576,952

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                          

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（基本財産）   275,400,000  179,560,788   95,839,212

建物（その他固定資産）   206,262,518  117,362,319   88,900,199

構築物     2,685,700    2,138,115      547,585

機械・装置     7,208,718    7,208,713            5

車両運搬具    26,484,976   24,295,795    2,189,181

器具及び備品    40,895,248   27,390,895   13,504,353

合            計   558,937,160  357,956,625  200,980,535

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

事業未収金    70,580,213             0    70,580,213

事業未収金　就労売掛金       170,905             0       170,905

未収金        34,328             0        34,328

合            計    70,785,446             0    70,785,446

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                                      

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(白神荘)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法　　　　　　

　　・建物.器具及び備品並びにソフトウェア…定額法

(2) 引当金の計上基準　　

　　・退職給付引当金　　職員の退職給付に備えるため、当期末における青森県民間社会福祉事業職員共済

　　事業主負担金を計上している。

　　・賞与引当金　　　　職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞

　　与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

　　該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済によっている。

平成18年3月31日以前に採用された職員は、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度によっている。

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

　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) 白神荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　ア　特別養護老人ホーム白神荘

　イ　特別養護老人ホーム白神荘・短期入所

　オ　在宅介護支援センター白神荘・居宅介護支援

　

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。



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

建物   153,605,518            0    8,050,602  145,554,916

合            計   153,605,518            0    8,050,602  145,554,916

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                          

　　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(基本財産)   348,859,455  203,304,539  145,554,916

建物    92,625,490   91,755,063      870,427

車輌運搬具     7,660,620    7,660,616            4

器具及び備品    51,544,913   45,924,412    5,620,501

合            計   500,690,478  348,644,630  152,045,848

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

事業未収金    23,672,291             0    23,672,291

合            計    23,672,291             0    23,672,291

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                                      

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(ｹｱﾊｳｽ)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度事業主負担金を

計上している。

賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与引当金とし

て計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

　該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び青森県社会福祉

　協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

　

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

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) ケアハウスいたや荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）はサービス区分が単一のため省略している。

　　ア．ケアハウスいたや荘

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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   119,745,600            0            0  119,745,600

建物   247,512,665            0    7,697,761  239,814,904

合            計   367,258,265            0    7,697,761  359,560,504

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                          

　該当なし



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。

　　　土地（基本財産）　　帳簿価格　　119,745,600円

　　　建物（基本財産）　　帳簿価格　　239,814,904円

　　　　　　　　　　　　　　　計　　　359,560,504円

　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　　　設備資金借入金(１年以内返済予定額含む)　帳簿価格　 　24,224,000円

８．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（基本財産）   384,888,105  145,078,201  239,809,904

建物    88,948,020   87,410,637    1,537,383

構築物    13,230,000   11,528,248    1,701,752

車輛運搬具     6,977,105    6,977,103            2

器具及び備品    18,756,944   18,376,612      380,332

合            計   512,800,174  269,370,801  243,429,373

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

事業未収金     2,813,460             0     2,813,460

合            計     2,813,460             0     2,813,460

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                                      

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(いたや荘)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 固定資産の減価償却の方法

　　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

　・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度事業主

　　　負担金を計上している。

　・賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与

　　　引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

　該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成17年度までの

　採用職員のみ対象）及び青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によ

　っている。

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

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) いたや荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

　　ア.デイサービスセンターいたや荘

　　イ.グループホームいたや荘

　　ウ.在宅介護支援センターいたや荘・居宅介護支援事業所

　　エ.在宅介護支援センターいたや荘

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

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

建物   173,761,422            0    6,609,694  167,151,728

合            計   173,761,422            0    6,609,694  167,151,728

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                          

　該当なし



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。

　　　建物（基本財産）　　帳簿価格　　167,151,728円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　　　設備資金借入金(１年以内返済予定額含む)　帳簿価格　　 15,140,000円

８．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（基本財産）   286,420,156  119,268,428  167,151,728

建物    63,559,232   34,602,202   28,957,030

構築物     3,260,251    3,260,250            1

車輛運搬具    16,692,366   16,467,359      225,007

器具及び備品    44,155,711   41,386,752    2,768,959

合            計   414,087,716  214,984,991  199,102,725

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

事業未収金    24,390,315             0    24,390,315

未収金       357,504             0       357,504

合            計    24,747,819             0    24,747,819

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                                      

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(城西)

１．重要な会計方針                                                                                  

（1）固定資産の減価償却の方法

　　建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

（2）引当金の計上基準

　　退職給付引当金・・・職員の退職給付金に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済金を計上して

　　いる。

　　賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与引当金

　　として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

　該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療の社会福祉施設職員等退職手当共済制度（平成17年度までの採用

職員のみ対象）及び青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によって

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)城西拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

　(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

　　　ア　デイサービスセンター城西

　　　イ　グループホーム城西

　　　ウ　ホームヘルプステーション城西

　　　エ　居宅介護支援事業所城西

　(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

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

建物   147,029,326            0    5,298,353  141,730,973

合            計   147,029,326            0    5,298,353  141,730,973



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                          

　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（基本財産）   229,595,326   87,864,353  141,730,973

建物（その他の固定資産）   131,719,648  102,887,491   28,832,157

構築物    17,444,747   17,330,148      114,599

車輌運搬具    28,163,250   26,854,310    1,308,940

器具及び備品    20,316,210   15,899,351    4,416,859

合            計   427,239,181  250,835,653  176,403,528

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

事業未収金    24,184,262             0    24,184,262

未収金       300,000             0       300,000

合            計    24,484,262             0    24,484,262

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                                      

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(おのえ)

１．重要な会計方針                                                                                  

(1)固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、権利、ソフトウェア・・・定額法

(2)引当金の計上基準 　

退職給付金・・・職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度事業主負担金を計上

している。

賞与引当金・・・職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を賞与引当金とし

て計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成17年度までの　

　採用職員のみ対象）および青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度に

　よっている。

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

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) おのえ拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　　ア　デイサービスセンターおのえ

　　イ　グループホームおのえ

　　ウ　居宅介護支援事業所おのえ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、省略している。

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

　　建物   136,551,300            0    4,742,745  131,808,555

合            計   136,551,300            0    4,742,745  131,808,555

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(基本財産）   204,505,661   72,697,106  131,808,555

建物    76,704,339   71,001,947    5,702,392

構築物    25,646,558   23,681,846    1,964,712

機械・装置    14,110,845   14,110,836            9

車両運搬具    23,625,232   21,104,973    2,520,259

器具及び備品     8,941,806    6,905,659    2,036,147

合            計   353,534,441  209,502,367  144,032,074

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

　　事業未収金    14,556,477             0    14,556,477

合            計    14,556,477             0    14,556,477

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                                      

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(短期常源)

１．重要な会計方針                                                                                  

（1）固定資産の減価償却の方法

　　　建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法

（2）引当金の計上基準

　　 退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度

　　 事業主負担金を計上している。

　　 賞与引当金－職員の次期賞与の支給に備えるため、次期賞与支給見込額のうち当期帰属分を

　　 賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

退職給付制度は、青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉施設事業職員共済制度によっている。

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

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) 短期入所生活介護施設常源拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）はサービス区分が単一のため省略している。

　ア　短期入所生活介護施設常源

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

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    75,000,000            0            0   75,000,000

建物   178,005,818            0   10,667,211  167,338,607

合            計   253,005,818            0   10,667,211  242,338,607

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                          

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（基本財産）   314,226,000  146,887,393  167,338,607

建物     1,097,185      490,160      607,025

構築物     9,140,000    8,555,038      584,962

車両運搬費     5,175,930    5,175,928            2

器具及び備品    24,580,943   21,771,191    2,809,752

合            計   354,220,058  182,879,710  171,340,348

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

事業未収金    17,338,298             0    17,338,298

合            計    17,338,298             0    17,338,298

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                                      

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(有料常源)

１．重要な会計方針                                                                                  

（1）固定資産の減価償却の方法

　　 建物、器具及び備品、ソフトウェア－定額法

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                                                                            

該当なし

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

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) 有料老人ホーム常源拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）はサービス区分が単一なため省略している。

　ア　有料老人ホーム常源

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。

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

建物    95,106,046            0    3,145,559   91,960,487

合            計    95,106,046            0    3,145,559   91,960,487

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                          

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   162,439,217   70,478,730   91,960,487

器具及び備品     5,282,760    4,631,072      651,688

合            計   167,721,977   75,109,802   92,612,175

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

事業未収金     1,984,068             0     1,984,068

合            計     1,984,068             0     1,984,068

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                                      

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


