
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　次世代あかね保育園拠点（社会福祉事業）

　　「次世代あかね保育園」

シ　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 1,608,101,385 0 67,733,337 1,540,368,048

2,100,028,507 0 67,733,337 2,032,295,170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 377,263,655円

計 帳簿価格 497,009,255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 7,570,000円

計 帳簿価格 7,570,000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 1,222,972,626 1,540,368,048

建物(その他の固定資産) 1,801,342,199 961,992,021 839,350,178

構築物 146,666,554 111,630,435 35,036,119

車両運搬具 187,673,057 167,754,269 19,918,788

機械・装置 17,239,368 17,239,356 12

器具及び備品 320,913,965 272,112,944 48,801,021

5,237,175,817 2,753,701,651 2,483,474,166

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 273,713,096 0 273,713,096

未収金 536,058 0 536,058

立替金 50,000 0 50,000

274,299,154 0 274,299,154

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

　該当なし

16. 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
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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、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．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

構築物    1,328,096      37,628   1,290,468

車輌運搬具   22,152,129  18,080,543   4,071,586

器具及び備品    3,522,514   2,453,232   1,069,282

合            計   27,002,739  20,571,403   6,431,336

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                                            

（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

未収金        2,380            0        2,380

合            計        2,380            0        2,380

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    14,407,783            0    1,221,671   13,186,112

合            計   127,865,565            0    1,221,671  126,643,894

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．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(基本財産)    52,939,159   39,753,047   13,186,112

建物    47,423,185   33,378,880   14,044,305

構築物     6,338,989    3,231,982    3,107,007

車輌運搬具    24,898,845   23,872,860    1,025,985

器具及び備品    10,471,443    8,959,733    1,511,710

合            計   142,071,621  109,196,502   32,875,119

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     8,156,743             0     8,156,743

合            計     8,156,743             0     8,156,743

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    95,839,212            0    6,355,384   89,483,828

合            計   211,576,952            0    6,355,384  205,221,568

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．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（基本財産）   275,400,000  185,916,172   89,483,828

建物（その他固定資産）   206,262,518  122,126,001   84,136,517

構築物     2,685,700    2,202,500      483,200

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

車両運搬具    28,824,976   25,123,794    3,701,182

器具及び備品    48,528,148   31,390,289   17,137,859

合            計   568,910,060  373,967,469  194,942,591

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    70,170,725             0    70,170,725

事業未収金　就労売掛金       147,430             0       147,430

合            計    70,318,155             0    70,318,155

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

　ウ　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   145,554,916            0    8,050,602  137,504,314

合            計   145,554,916            0    8,050,602  137,504,314

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．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(基本財産)   348,859,455  211,355,141  137,504,314

建物    92,625,490   91,872,184      753,306

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

器具及び備品    51,200,002   46,342,584    4,857,418

合            計   500,345,567  357,230,525  143,115,042

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    23,502,839             0    23,502,839

合            計    23,502,839             0    23,502,839

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   167,151,728            0    6,609,694  160,542,034

合            計   167,151,728            0    6,609,694  160,542,034

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　　160,542,034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．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（基本財産）   286,420,156  125,878,122  160,542,034

建物    63,559,232   35,723,115   27,836,117

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

車輛運搬具    20,322,366   20,247,358       75,008

器具及び備品    44,155,711   42,027,205    2,128,506

合            計   417,717,716  227,136,050  190,581,666

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    24,776,940             0    24,776,940

未収金       235,792             0       235,792

合            計    25,012,732             0    25,012,732

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   141,730,973            0    5,298,353  136,432,620

合            計   141,730,973            0    5,298,353  136,432,620



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．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（基本財産）   229,595,326   93,162,706  136,432,620

建物（その他の固定資産）   131,719,648  104,545,131   27,174,517

構築物    17,444,747   17,386,093       58,654

車輌運搬具    28,163,250   27,508,774      654,476

器具及び備品    21,394,210   17,083,270    4,310,940

合            計   428,317,181  259,685,974  168,631,207

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    23,842,419             0    23,842,419

合            計    23,842,419             0    23,842,419

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   167,338,607            0   10,667,211  156,671,396

合            計   242,338,607            0   10,667,211  231,671,396

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．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（基本財産）   314,226,000  157,554,604  156,671,396

建物（固定資産）     1,097,185      512,103      585,082

構築物     9,140,000    8,711,704      428,296

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

器具及び備品    25,500,445   22,489,311    3,011,134

合            計   355,139,560  194,443,650  160,695,910

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    16,979,018             0    16,979,018

合            計    16,979,018             0    16,979,018

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。                                                  

    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．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（固定資産）   162,439,217   73,624,289   88,814,928

器具及び備品     5,462,060    4,779,890      682,170

合            計   167,901,277   78,404,179   89,497,098

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     2,059,342             0     2,059,342

合            計     2,059,342             0     2,059,342

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（保育園）

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、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、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) 次世代あかね保育園拠点計算書類(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。

　　サ　次世代あかね保育園

(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。                                                  

    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．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   215,908,000      749,680  215,158,320

構築物     5,668,014       47,233    5,620,781

車両運搬具     4,084,640      226,924    3,857,716

器具備品     3,705,025      234,180    3,470,845

合            計   229,365,679    1,258,017  228,107,662

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

未収金       113,206             0       113,206

合            計       113,206             0       113,206

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。                    

    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


