
１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

別紙2

計算書類に対する注記（湘南あおぞら拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

(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(基本財産) 417,248,435 0 13,715,480 403,532,955
土地(基本財産) 409,290,000 0 0 409,290,000

該当なし

合　計 826,538,435 0 13,715,480 812,822,955

　計 0

　計 0



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

機械及び装置 15,876,000 1,335,966 14,540,034
車輌運搬具 3,280,478 3,280,476 2

(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) 692,700,992 289,168,037 403,532,955

器具及び備品 41,108,939 38,468,119 2,640,820

合　計 752,966,409 332,252,598 420,713,811

(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

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

該当なし

該当なし

合　計 0 0 0



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 410,729,071 0 11,081,466 399,647,605

該当なし

土地(基本財産) 149,028,600 0 0 149,028,600
建物(基本財産) 261,700,471 0 11,081,466 250,619,005

(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

別紙2

計算書類に対する注記（湘南セシリア拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 594,044,744 339,846,681 254,198,063

器具及び備品 29,220,300 26,610,627 2,609,673

構築物 1,028,000 58,617 969,383
車輌運搬具 4,126,444 4,126,442 2

(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) 559,670,000 309,050,995 250,619,005



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

円
円

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。

円
円

円　計 246,340,000

設備資金借入金 246,340,000

　計 487,732,500

土地（基本財産） 80,402,808
建物（基本財産） 407,329,692

合　計 487,732,500 0 8,758,827 478,973,673

該当なし

土地(基本財産) 80,402,808 0 0 80,402,808
建物(基本財産) 407,329,692 0 8,758,827 398,570,865

(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

別紙2

計算書類に対する注記（湘南だいち 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 476,837,614 69,765,109 407,072,505

器具及び備品 10,668,113 6,777,075 3,891,038

機械及び装置 5,195,880 811,857 4,384,023
車輌運搬具 18,608,621 18,382,042 226,579

(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) 442,365,000 43,794,135 398,570,865



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 0 0 0 0

該当なし

(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

別紙2

計算書類に対する注記（ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰぱる 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 9,474,289 9,210,771 263,518

器具及び備品 1,958,684 1,695,171 263,513

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車輌運搬具 7,515,605 7,515,600 5



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 195,090,284 0 4,941,444 190,148,840

該当なし

建物 76,470,700 0 0 76,470,700
建物(基本財産) 118,619,584 0 4,941,444 113,678,140

(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

別紙2

計算書類に対する注記（みらい社 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 260,568,167 146,648,789 113,919,378

器具及び備品 8,265,317 8,024,083 241,234

機械及び装置 829,500 829,498 2
車輌運搬具 1,905,500 1,905,498 2

(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) 249,567,850 135,889,710 113,678,140



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 449,994,329 0 10,696,653 439,297,676

該当なし

土地(基本財産) 150,434,022 0 0 150,434,022
建物(基本財産) 299,560,307 0 10,696,653 288,863,654

(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

別紙2

計算書類に対する注記（湘南ゆうき村拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 570,065,387 275,007,996 295,057,391

機械及び装置 8,316,000 2,668,659 5,647,341
器具及び備品 21,514,387 20,967,991 546,396

(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) 540,235,000 251,371,346 288,863,654



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 6,682,356 0 167,175 6,515,181

該当なし

建物(基本財産) 6,682,356 0 167,175 6,515,181

(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

別紙2

計算書類に対する注記（湘南ゆうき村生活支援ｾﾝﾀｰ 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 10,306,000 3,787,165 6,518,835

器具及び備品 1,018,500 1,014,846 3,654

(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) 9,287,500 2,772,319 6,515,181



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 101,921,146 0 2,257,127 99,664,019

該当なし

土地(基本財産) 44,290,331 0 0 44,290,331
建物(基本財産) 57,630,815 0 2,257,127 55,373,688

(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

別紙2

計算書類に対する注記（よし介工芸館 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 119,449,230 63,628,179 55,821,051

器具及び備品 5,452,950 5,005,587 447,363

(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) 113,996,280 58,622,592 55,373,688



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 60,993,973 0 0 60,993,973

該当なし

土地(基本財産) 60,993,971 0 0 60,993,971
建物(基本財産) 2 0 0 2

(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

別紙2

計算書類に対する注記（黒崎ホーム 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 132,046,139 122,751,084 9,295,055

機械及び装置 7,979,480 964,698 7,014,782
器具及び備品 3,963,439 1,683,168 2,280,271

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 120,103,220 120,103,218 2



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 0 0 0 0

(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

別紙2

計算書類に対する注記（相談支援プラザ 拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

該当なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

なし

なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 1,189,730 999,124 190,606

器具及び備品 388,500 302,705 85,795

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車輌運搬具 801,230 696,419 104,811



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 0 0 0 0

該当なし

(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

別紙2

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

なし

なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 112,100 107,430 4,670

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車輌運搬具 112,100 107,430 4,670



１．重要な会計方針

２．重要な会計方針の変更

３．採用する退職給付制度

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。

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。

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

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。

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。

円　計 0

　計 0

合　計 0 0 0 0

該当なし

(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

別紙2

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

（１）有価証券の評価基準及び評価方法…該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済

（１）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）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。



８．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。

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。

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。

１１．重要な後発事象

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

該当なし

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 0 0 0

(単位：円)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高



１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

３．重要な会計方針の変更

４．法人で採用する退職給付制度

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。

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。

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

合　計 2,539,682,094 0 51,618,172 2,488,063,922

該当なし

土地(基本財産) 970,910,432 0 0 970,910,432
建物(基本財産) 1,568,771,662 0 51,618,172 1,517,153,490

（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）収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）
　　　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。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

(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

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

該当なし

（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし	
　　・満期保有目的の債券等―償却原価法…該当なし
　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法…該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　　・建物並びに器具及び備品―定額法
　　・リース資産…該当なし
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）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、期末退職金要支給額を計上している。
　　・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上してい
る。・・・該当なし

なし

独立行政法人福祉医療機構退職共済、神奈川県福利協会退職共済、商工会議所特定退職金共済



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。

円
円

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。

円

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
（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。

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。

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。

合　計 0 0 0

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合　計 0 0 0

(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

合　計 2,927,059,809 1,364,004,926 1,563,054,883

器具及び備品 123,559,129 110,549,372 13,009,757

機械及び装置 38,196,860 6,610,678 31,586,182
車輌運搬具 36,349,978 36,013,907 336,071

建物 120,103,220 120,103,218 2
構築物 1,028,000 58,617 969,383

(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) 2,607,822,622 1,090,669,134 1,517,153,488

　計 230,582,000

設備資金借入金 230,582,000

　計 478,973,673

土地（基本財産） 80,402,808
建物（基本財産 398,570,865



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。

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

１４．重要な後発事象

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

該当なし

なし

該当なし

又は職業 兼務等 関係

議決権の 取引の

の名称 内容 所有割合 役員の 事業上の 内容

(単位：円)

種類 住所 資産総額

関係内容

取引金額 科目 期末残高
法人等 事業の


