
別紙1

計算書類に対する注記(法人会計)

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）固定資産の減価償却の方法
　　　　定額法
（２）引当金の計上基準
　　①徴収不能引当金
        事業未収金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。
 　 ②賞与引当金
　　　  職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に対応する金額を計上している。
　  ③退職給付引当金
　　　　職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入し、その定めるところに
       より計算した期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

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

　独立行政法人福祉・医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の加入、及び、一般財団法人三重県社会
福祉事業職員共済会の退職給付制度を採用している。
　

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(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)
　　　当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
　①特別養護老人ホーム拠点区分
　　ア　法人本部
　　イ　特別養護老人ホームくすのき園
　　ウ　くすのき園短期入所生活介護事業所
　　エ　くすのき園通所介護事業所
　　オ　在宅介護支援センターくすのき園
　　カ　くすのき園訪問介護事業所
　　キ　居宅介護事業所くすのき園
　　ク　くすのき園居宅介護支援事業所
　　ケ　グループホームくすのき園
 ②保育園拠点区分
　　ア　くすのき保育園

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 138,081,621 2,632,811 140,714,432 
建物 497,143,915 310,000 29,260,282 468,193,633 

合 計 635,225,536 2,942,811 29,260,282 608,908,065 

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．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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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） 1,241,321,189 773,127,556 468,193,633 
建物 1,046,000 799,430 246,570 
構築物 41,614,761 15,077,359 26,537,402 
車輛運搬具 18,579,548 15,327,420 3,252,128 
器具及び備品 121,157,417 105,177,837 15,979,580 
有形リース資産 9,104,400 4,552,194 4,552,206 
ソフトウェア 4,767,044 3,508,898 1,258,146 

合 計 1,437,590,359 917,570,694 520,019,665 

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 92,683,965 0 92,683,965 

合 計 92,683,965 0 92,683,965 

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
該当なし 0 

0 
合 計 0 

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)

種類 法人等の 住所 資産総額 事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 所得割合 役員の 事業上の 内容

又は職業 兼務等 関係
該当なし

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(特別養護老人ホーム)

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　　　定額法
（２）引当金の計上基準
　　①徴収不能引当金
        事業未収金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。
 　 ②賞与引当金
　　　  職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に対応する金額を計上している。
　  ③退職給付引当金
　　　　職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入し、その定めるところに
       より計算した期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

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

　独立行政法人福祉・医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の加入、及び、一般財団法人三重県社会
福祉事業職員共済会の退職給付制度を採用している。
　

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財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホーム拠点財務諸表(会計基準第1号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
　　ア　法人本部
　　イ　特別養護老人ホームくすのき園
　　ウ　くすのき園短期入所生活介護事業所
　　エ　くすのき園通所介護事業所
　　オ　在宅介護支援センターくすのき園
　　カ　くすのき園訪問介護事業所
　　キ　居宅介護事業所くすのき園
　　ク　くすのき園居宅介護支援事業所
　　ケ　グループホームくすのき園
（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。
(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 110,610,435 2,632,811 113,243,246 
建物 372,155,400 310,000 23,346,014 349,119,386 

合 計 482,765,835 2,942,811 23,346,014 462,362,632 

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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） 958,407,422 609,288,036 349,119,386 
建物 0 0 0 
構築物 30,766,414 9,422,357 21,344,057 
車輛運搬具 18,579,548 15,327,420 3,252,128 
器具及び備品 105,866,115 93,246,260 12,619,855 
有形リース資産 9,104,400 4,552,194 4,552,206 
ソフトウエア 4,679,018 3,435,398 1,243,620 



合 計 1,127,402,917 735,271,665 392,131,252 

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 82,053,745 82,053,745 

合 計 82,053,745 82,053,745 

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
該当なし

合 計

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
　　　　定額法
（２）引当金の計上基準
　　①徴収不能引当金
        事業未収金等の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。
 　 ②賞与引当金
　　　  職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に対応する金額を計上している。
　  ③退職給付引当金
　　　　職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会に加入し、その定めるところに
      より計算した期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

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

　独立行政法人福祉・医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の加入、及び、一般財団法人三重県社会
福祉事業職員共済会の退職給付制度を採用している。
　

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財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）保育園拠点財務諸表(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３(⑩)）
　　　　当拠点ではサービス区分が一つであるため作成を省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）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 27,471,186 27,471,186 
建物 124,988,515 5,914,268 119,074,247 

合 計 152,459,701 5,914,268 146,545,433 

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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） 282,913,767 163,839,520 119,074,247 
建物 1,046,000 799,430 246,570 
構築物 10,848,347 5,655,002 5,193,345 
車輛運搬具 0 0 0 
器具及び備品 15,291,302 11,931,577 3,359,725 
ソフトウェア 88,026 73,500 14,526 

合 計 310,187,442 182,299,029 127,888,413 

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 10,654,520 0 10,654,520 
合 計 10,654,520 0 10,654,520 

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
該当なし

合 計

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


