
(3)引当金の計上基準

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

　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。

該当なし
２．重要な会計方針

・リース資産
・建物並びに器具及び備品一定額法

　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・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

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

４．法人で採用する退職給付制度

３．重要な会計方針の変更
・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

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。

(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

ｵ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
③あすならホーム筒井拠点区分

1）社会福祉事業区分
①あすなら苑拠点区分
ｱ　法人本部
ｲ　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
ｳ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｴ　デイサービスセンター（通所介護）
ｵ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｶ　訪問介護
ｷ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ②あすならホーム郡山拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｴ　ショートステイ（短期入所生活介護）

ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
④ あすならホーム天理拠点区分
ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　訪問介護
ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ｵ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
⑤ あすならホーム二階堂拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
⑥ あすならホーム檪本拠点区分
ｱ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｲ　デイサービスセンター（通所介護）

⑦ あすならホーム柳本拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
⑧ あすならホーム富雄拠点区分
ｱ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｲ　デイサービスセンター（通所介護）
ｳ　訪問介護
ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護



建物（基本財産）　　　　275,886,805円
事業未収金　　　　　　　547,275,300円（国保連2ヶ月分）

計 823,162,105円

ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ｵ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
⑨ あすならホーム西の京拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）

ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

⑩ あすならハイツあやめ池拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｳ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｵ　訪問介護
ｶ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑪　あすならホーム今小路拠点区分
ｱ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｲ　デイサービスセンター（通所介護）
ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｵ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑫ あすならホーム菜畑点区分

ｲ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

⑬ あすならホーム東生駒拠点区分
ｱ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
⑭　かんざん園拠点区分
ｱ　養護老人ホーム
⑮　あすなら保育園
ｱ　保育園
⑯ あすならホーム畝傍点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｵ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑰ あすならハイツ恋の窪拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）

ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

⑤ あすならホーム櫟本拠点区分

ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑱ あすならホーム高畑拠点区分
ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（看護小規模多機能型居宅介護）

ｱ　サービス付き高齢者向け住宅

ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
⑲ あすならホーム桜井拠点区分
ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

ｱ　サービス付き高齢者向け住宅
② あすならハイツあやめ池拠点区分

ｱ　第三包括支援センター（包括支援センター）
ｲ　配食サービス

① あすなら苑拠点区分

③ あすならハイツ恋の窪拠点区分

2）公益事業区分

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額

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）

④ 富雄西拠点区分
ｱ　富雄西包括支援センター（包括支援センター）

2,152,198,778 0 0

６．基本財産の増減の内容及び金額
ｱ　訪問看護

当期末残高
312,000,000

建物減価償却累計額 -742,022,858 0 -87,457,991
2,152,198,778

土地 312,000,000 0 0
建物

-829,480,849
合            計 1,722,175,920 0 -87,457,991 1,634,717,929

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
担保に供してる資産は、以下のとおりです。



設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）      547,981,000円
長期運転資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　155,006,000円

計　　　　　　　　　 702,987,000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

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

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
該当なし

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

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。

事業未収金 547,275,300 0 547,275,300
の当期末残高 当期末残高

未収収益 5,355,000 0 5,355,000
未収金 15,301,170 0 15,301,170

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

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。

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

567,931,470 0 567,931,470合            計

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容



建物（基本財産）　　　　275,886,805円
事業未収金　　　　　　　92,921,829円（国保連2ヶ月分）

計 368,808,634円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）        8,300,000円
長期運転資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　155,006,000円

計　　　　　　　　　 163,306,000円

93,122,569 0 93,122,569合            計
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。
該当なし

未収収益 0 0 0

事業未収金 92,921,829 0 92,921,829
未収金 200,740 0 200,740

（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

該当なし
８．担保に供している資産

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。

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

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
該当なし

579,579,608合            計 597,441,642 0 -17,862,034
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

309,579,608
土地 270,000,000 0 0
建物 327,441,642 0 -17,862,034

６．基本財産の増減の内容及び金額

当期末残高
270,000,000

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額

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）

ｷ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1）社会福祉事業区分
①あすなら苑拠点区分
ｱ　法人本部
ｲ　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）
ｳ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｴ　デイサービスセンター（通所介護）
ｵ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｶ　訪問介護

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。

(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

４．法人で採用する退職給付制度

３．重要な会計方針の変更
・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

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

(3)引当金の計上基準

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。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・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

・リース資産
・建物並びに器具及び備品一定額法

該当なし
２．重要な会計方針

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記



１２．関連当事者との取引の内容

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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



建物（基本財産）　　　　275,886,805円
事業未収金　　　　　　　547,275,300円（国保連2ヶ月分）

計 823,162,105円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）      547,981,000円
長期運転資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　155,006,000円

計　　　　　　　　　 702,987,000円

債権額 徴収不能引当金

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。
該当なし

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

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

合            計

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。

2,152,198,778
312,000,000土地 312,000,000 0 0

建物 2,152,198,778 0 0

６．基本財産の増減の内容及び金額

当期末残高基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額

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）

ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

 ①あすならホーム郡山拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｴ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｵ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1）社会福祉事業区分

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。

(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

４．法人で採用する退職給付制度

３．重要な会計方針の変更
・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

・建物並びに器具及び備品一定額法

　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

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

(3)引当金の計上基準

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。

-829,480,849

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・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

・リース資産

1,722,175,920 0 -87,457,991 1,634,717,929

該当なし
２．重要な会計方針

建物減価償却累計額 -742,022,858 0 -87,457,991

債権の
の当期末残高 当期末残高

８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

（単位：円）

未収金 15,301,170 0 15,301,170
事業未収金 547,275,300 0 547,275,300

合            計 567,931,470 0 567,931,470
未収収益 5,355,000 0 5,355,000



１３．重要な偶発債務

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。
該当なし

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
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



事業未収金　　　　　　　11,120157円（国保連2ヶ月分）
計 　11,120,157円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

・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一定額法
・リース資産

①あすならホーム筒井拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）

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

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

1）社会福祉事業区分

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

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
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

11,120,157

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

１３．重要な偶発債務

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

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 11,120,157 0

６．基本財産の増減の内容及び金額

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

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
合            計 11,120,157 0 11,120,157

該当なし

該当なし

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。

該当なし
１４．重要な後発事象

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

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



事業未収金　　　　　　　26,797,629円（国保連2ヶ月分）
計 　26,797,629円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

当期末残高

別紙１

計算書類に対する注記

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

6.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

① あすならホーム天理拠点区分
ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　訪問介護
ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ｵ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

1）社会福祉事業区分

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。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

建物

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

166,537,822 0

該当なし

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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）

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

１３．重要な偶発債務
該当なし

事業未収金 26,797,629 0 26,797,629

0 -6,981,899

0 166,537,822
建物減価償却累計額 -40,727,742 0 -6,981,899 -47,709,641

債権額 徴収不能引当金 債権の

118,828,181

８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

合            計 125,810,080

0 127,995

の当期末残高 当期末残高

未収金 127,995

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

合            計 26,925,624 0 26,925,624



該当なし

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

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

１４．重要な後発事象
該当なし



事業未収金　　　　　　　25,090,564円（国保連2ヶ月分）
計 　25,090,564円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

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

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

基本財産の種類

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額

6.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）

46,638

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。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

１３．重要な偶発債務
該当なし

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）

事業未収金

該当なし

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

① あすならホーム二階堂拠点区分
1）社会福祉事業区分

建物 11,790,121 0

0 -415,147

0 11,790,121
建物減価償却累計額 -2,906,029 0 -415,147 -3,321,176

債権額 徴収不能引当金 債権の

8,468,945

８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

合            計 8,884,092

0 46,638

の当期末残高 当期末残高
25,090,564 0 25,090,564

未収金

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

合            計 25,137,202 0 25,137,202

１４．重要な後発事象
該当なし



該当なし

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

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



事業未収金　　　　　　　33,295,698円（国保連2ヶ月分）
計 　33,295,698円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

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。

・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一定額法
・リース資産

1）社会福祉事業区分

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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は以下のとおりである。

① あすならホーム檪本拠点区分
ｱ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｲ　デイサービスセンター（通所介護）
ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

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。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

建物

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
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

該当なし

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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）

事業未収金 33,295,698 0 33,295,698

１４．重要な後発事象
該当なし

70,510,177 0 0 70,510,177

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

（単位：円）
基本財産の種類

-25,175,128
合            計 49,657,951 0 -4,322,902 45,335,049

建物減価償却累計額 -20,852,226 0 -4,322,902

の当期末残高 当期末残高
債権額 徴収不能引当金 債権の

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

合            計 33,295,698 0 33,295,698

１３．重要な偶発債務
該当なし



該当なし

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

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



事業未収金　　　　　　　33,911,282円（国保連2ヶ月分）
計 　33,911,282円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

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。

・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一定額法
・リース資産

1）社会福祉事業区分

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

ｳ　訪問介護
ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ｵ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

① あすならホーム富雄拠点区分
ｱ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｲ　デイサービスセンター（通所介護）

６.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

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

債権額 徴収不能引当金 債権の

事業未収金 33,911,282
未収金 68,584 0 68,584

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

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

合            計 33,979,866 0 33,979,866

該当なし
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）

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

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。

１３．重要な偶発債務
該当なし

の当期末残高 当期末残高
0 33,911,282

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし



該当なし

該当なし



事業未収金　　　　　　　27,902,558円（国保連2ヶ月分）
計  27,902,558円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

6.基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

① あすならホーム西の京拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

1）社会福祉事業区分

（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

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

建物

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
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

未収金 19,440

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。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

128,193,000

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

１３．重要な偶発債務

該当なし

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）

建物減価償却累計額 -28,456,599 0 -5,420,305
128,193,000 0 0

債権額 徴収不能引当金 債権の

-33,876,904
合            計 99,736,401 0 -5,420,305 94,316,096

0 19,440

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 27,902,558 0 27,902,558

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

合            計 27,921,998 0 27,921,998

該当なし
１４．重要な後発事象



該当なし

該当なし

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

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



事業未収金　　　　　　　43,756,605円（国保連2ヶ月分）
計  43,756,605円

・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

別紙１

計算書類に対する注記

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
・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

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

6.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

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

ｲ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｳ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｵ　訪問介護
ｶ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

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

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 43,756,605 0 43,756,605

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし
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

・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
３．重要な会計方針の変更

① あすならハイツあやめ池拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）

1）社会福祉事業区分

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。

未収金 134,168 0 134,168

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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。

該当なし
８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。
該当なし

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
１３．重要な偶発債務

該当なし

合            計 43,890,773 0 43,890,773

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容



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



事業未収金　　　　　　　15,943,098円（国保連2ヶ月分）
計  15,943,098円

・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

別紙１

計算書類に対する注記

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
・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

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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 あすならホーム菜畑点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

1）社会福祉事業区分

建物
土地

6.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

該当なし

該当なし
８．担保に供している資産

建物減価償却累計額 -26,751,242 0

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

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。

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

の当期末残高 当期末残高

合            計 15,968,138

１４．重要な後発事象
該当なし

0 42,000,000

・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
３．重要な会計方針の変更

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

57,485,691

44,563,128 0 0 44,563,128

当期増加額 当期減少額 当期末残高
42,000,000 0

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

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

-2,326,195 -29,077,437
合            計 59,811,886 0 -2,326,195

0 25,040
事業未収金 15,943,098 0 15,943,098

１３．重要な偶発債務
該当なし

該当なし

0 15,968,138
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。

未収金 25,040



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

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



事業未収金　　　　　　　13,701,226円（国保連2ヶ月分）
計  13,701,226円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

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。

・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一定額法
・リース資産

6.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

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

① あすならホーム東生駒拠点区分
ｱ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）

1）社会福祉事業区分

債権額 徴収不能引当金 債権の

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

該当なし
１４．重要な後発事象

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

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

の当期末残高 当期末残高
事業未収金

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

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

13,701,226 0 13,701,226

（単位：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
該当なし
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。

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

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
１３．重要な偶発債務

該当なし

合            計 13,701,226 0 13,701,226

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。



別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

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、残存価格を零とする定額法によっている。

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・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一定額法
・リース資産

ｱ　養護老人ホーム

1）社会福祉事業区分

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

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

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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　かんざん園拠点区分

（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

合            計 75,904 0 75,904
事業未収金 75,904 0 75,904

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

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

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

該当なし

・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
３．重要な会計方針の変更

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

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。

１３．重要な偶発債務
該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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。

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容



・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

別紙１

計算書類に対する注記

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
・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

　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

ｱ　保育園

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

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は以下のとおりである。
（単位：円）

基本財産の種類

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

４．法人で採用する退職給付制度

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

建物

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

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
197,728,110

該当なし

該当なし

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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）

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

１３．重要な偶発債務
該当なし

未収金 13,512,569

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。

建物減価償却累計額 -49,481,886 0 -8,134,009 -57,615,895

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①　あすなら保育園
1）社会福祉事業区分

148,246,224 0 -8,134,009

0 0 197,728,110

債権額 徴収不能引当金 債権の

140,112,215

８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。
該当なし

合            計

0 13,512,569
の当期末残高 当期末残高

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

合            計 13,512,569 0 13,512,569

１４．重要な後発事象
該当なし



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



事業未収金　　　　　　　28,134,819円（国保連2ヶ月分）
計  28,134,819円

・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

別紙１

計算書類に対する注記

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
・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

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

５．基本財産の増減の内容及び金額

ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｵ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

６．基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

0 28,134,819

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

未収金 9,102 0 9,102

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 28,134,819

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。

該当なし
１４．重要な後発事象

純資産の状態を明らかにするために必要な事項
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

・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
３．重要な会計方針の変更

ｱ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｲ　デイサービスセンター（通所介護）

①　あすならホーム今小路拠点区分
1）社会福祉事業区分
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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。

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
担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

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
１３．重要な偶発債務

該当なし

合            計 28,143,921 0 28,143,921

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



該当なし



事業未収金　　　　　　　24,511,805円（国保連2ヶ月分）
計  24,511,805円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

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。

・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一定額法
・リース資産

1）社会福祉事業区分

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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は以下のとおりである。

① あすならホーム柳本拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

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。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

建物

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
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

該当なし

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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）

事業未収金 24,511,805 0 24,511,805

１４．重要な後発事象
該当なし

151,019,510 0 0 151,019,510

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

（単位：円）
基本財産の種類

-36,443,519
合            計 123,880,720 0 -9,304,729 114,575,991

建物減価償却累計額 -27,138,790 0 -9,304,729

の当期末残高 当期末残高
債権額 徴収不能引当金 債権の

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

合            計 24,511,805 0 24,511,805

１３．重要な偶発債務
該当なし



該当なし

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

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



事業未収金　　　　　　25,265,831円（国保連2ヶ月分）
計 25,265,831円

・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

別紙１

計算書類に対する注記

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
・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

(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

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、残存価格を零とする定額法によっている。

　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額

6.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

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

0 25,265,831

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

未収金 33,432 0 33,432

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 25,265,831

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。

該当なし
１４．重要な後発事象

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

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

・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
３．重要な会計方針の変更

ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

① あすならハイツ恋の窪拠点区分
ｱ　デイサービスセンター（通所介護）
ｲ　ショートステイ（短期入所生活介護）
ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

1）社会福祉事業区分
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

４．法人で採用する退職給付制度

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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。

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
担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

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
１３．重要な偶発債務

該当なし

合            計 25,299,263 0 25,299,263

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



事業未収金　　　　　　　26,469,146円（国保連2ヶ月分）
計 26,469,146円

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

当期末残高

別紙１

計算書類に対する注記

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

ｱ　デイサービスセンター（通所介護）

1）社会福祉事業区分

6.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

５．基本財産の増減の内容及び金額

ｲ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｳ　多機能型ケアホーム（小規模多機能型居宅介護）
ｴ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）
ｵ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① あすならホーム畝傍点区分

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）

該当なし
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

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

建物

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

196,003,800 0

該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

債権額 徴収不能引当金 債権の

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

該当なし

未収金 29,190 0 29,190

0 -12,061,556

0 196,003,800
建物減価償却累計額 -9,046,163 0 -12,061,556 -21,107,719

の当期末残高 当期末残高

174,896,081

８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

合            計 186,957,637

合            計 26,498,336 0 26,498,336

事業未収金 26,469,146 0 26,469,146

該当なし
１３．重要な偶発債務

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。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容



該当なし

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

１４．重要な後発事象

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
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



事業未収金　　　　　　　22,730,901円（国保連2ヶ月分）
計 22,730,901円

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

別紙１

計算書類に対する注記

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
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

6.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）

　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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

建物 59,172,250 0 0

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

該当なし
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

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

建物減価償却累計額

該当なし
８．担保に供している資産

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

債権額 徴収不能引当金 債権の

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）

該当なし

ｳ　ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

基本財産の種類

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

ｴ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1）社会福祉事業区分

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

① あすならホーム高畑拠点区分
ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
ｲ　多機能型ケアホーム（看護小規模多機能型居宅介護）

0 -3,627,538

59,172,250
-302,293 0 -3,627,538 -3,929,831

の当期末残高 当期末残高

55,242,419
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

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

合            計 58,869,957

合            計 22,730,901 0 22,730,901
事業未収金 22,730,901 0 22,730,901

該当なし
１３．重要な偶発債務

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。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

該当なし
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

該当なし

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

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



事業未収金　　　　　　　10,882,931円（国保連2ヶ月分）
計 10,882,931円

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

別紙１

計算書類に対する注記

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

　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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準

建物減価償却累計額

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

ｱ　グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

該当なし
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

該当なし
８．担保に供している資産

建物
-711,366 0

10,882,931
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

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。

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 10,822,931

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務

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

合            計 10,822,931

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

該当なし

6.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）

138,780,000 0 0 138,780,000

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① あすならホーム桜井拠点区分
1）社会福祉事業区分

基本財産の種類

-8,536,420 -9,247,786
合            計 138,068,634 0 -8,536,420 129,532,214

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

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

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

0 10,882,931

該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし

0



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



(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

当期減少額 当期末残高

別紙１

計算書類に対する注記

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

・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一定額法
・リース資産

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

6.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

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

５．基本財産の増減の内容及び金額

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
1）公益事業区分
① あすなら苑拠点区分
ｱ　第三包括支援センター（包括支援センター）
ｲ　配食サービス

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。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

建物

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

8,874,614 0

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 1,050,928

合            計 5,490,384 0 5,490,384

該当なし

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容

-2,164,740

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

１３．重要な偶発債務

該当なし

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 7,065,722 0 -355,848

0 8,874,614
建物減価償却累計額 -1,808,892 0 -355,848

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

6,709,874

８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。
該当なし

0 1,050,928
未収金 614,456 0 614,456

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

未収収益 3,825,000 0 3,825,000

該当なし
１４．重要な後発事象



該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項



別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

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、残存価格を零とする定額法によっている。

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・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一定額法
・リース資産

ｱ　サービス付き高齢者向け住宅

1）公益事業区分

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。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。

6.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

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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 あすならハイツあやめ池拠点区分

の当期末残高 当期末残高

（単位：円）

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

該当なし

１３．重要な偶発債務
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

事業未収金 5,084,599 0 5,084,599

・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
３．重要な会計方針の変更

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

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。

債権額 徴収不能引当金 債権の

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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。

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

該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

合            計 5,084,599 0 5,084,599

該当なし
１２．関連当事者との取引の内容



(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

別紙１

計算書類に対する注記

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

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。

・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一定額法
・リース資産

該当なし

(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上

・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

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。

担保に供してる資産は、以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)

① あすならハイツ恋の窪拠点区分

14,151,991 0 14,151,991

（単位：円）
債権額 徴収不能引当金 債権の

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
１３．重要な偶発債務

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

の当期末残高 当期末残高
事業未収金

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。
該当なし

合            計 14,151,991 0 14,151,991

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

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、残存価格を零とする定額法によっている。

・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
３．重要な会計方針の変更

ｱ　サービス付き高齢者向け住宅

1）公益事業区分

6.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

該当なし
担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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。

該当なし
１４．重要な後発事象



・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

別紙１

計算書類に対する注記

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
・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

(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

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、残存価格を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・役員退職慰労引当金　役員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上
・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
３．重要な会計方針の変更
・役員の退職金の支給に備えるため、当該会計年度の負担額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。
この変更によりサービス活動増減差額及び経常増減差額が4,466,057円減少し、当期活動増減差額が20,159,390円減少している。
４．法人で採用する退職給付制度
　退職給付制度は．独立行政福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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 富雄西拠点区分
ｱ　富雄西包括支援センター（包括支援センター）
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。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

該当なし
８．担保に供している資産
担保に供してる資産は、以下のとおりです。

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

280,000

当期末残高
債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高

3,367,586 0 3,367,586

事業未収金 1,557,586 0 1,557,586
未収金 280,000 0

該当なし

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

該当なし
１４．重要な後発事象

１３．重要な偶発債務

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
１２．関連当事者との取引の内容

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

該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

未収収益

1）公益事業区分

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりです。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

（単位：円）

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

1,530,000 0 1,530,000
合            計


