
１．継続事業の前提に関する注記

財務諸表に対する注記（法人全体）

　　　該当なし

　　・生活支援体制整備事業区分

    厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長。老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、

　　勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により

　　平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」
　　を採用することとした。

　①法人運営拠点区分
　　・法人運営区分
　　・地域福祉積立金運営区分

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　②地域福祉拠点区分
　　・地域福祉区分

　　・福祉サービス利用援助事業区分
　　・共同募金配分区分

　　・法人後見区分

　　・白鳥デイサービス区分
　　・白鳥北部デイサービス区分

　　・おなびデイサービス区分
　　・デイサービスやまと区分

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

　②無形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準
　①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

　②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

    最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）

　　　当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同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

(2) 固定資産の減価償却の方法
　①有形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

　③リース資産
　　　リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて

　　　当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日

　　会計処理している。

　②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

　　　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、残存価額を零とする定額法によっている。

　　に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭　

４．法人で採用する退職給付制度
　　　当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人

　　算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 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)

　　・生活困窮者自立相談支援事業区分
　　・生活福祉資金区分

　③在宅福祉拠点区分
　　・高齢介護予防区分
　　・社協郡上介護相談センター区分
　　・中部介護相談センター区分
　　・北部介護相談センター区分
　　・南部介護相談センター区分

　　局長。社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正

　　・介護保険訪問介護区分
　　・郡上市八幡デイサービス区分



定期預金 6,000,000 0 0 6,000,000

事業未収金
合            計

徴収不能引当金の当期末残高
0

272,104,279 163,720,821 108,383,458
15,097,928

（単位：円）

2,292,400

器具備品 44,233,908 32,322,131 11,911,777

権利 343,140

57,848,900 52,155,496

その他

（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

　　・短期入所区分

　　・みずほ園区分

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。

　　・障害者訪問介護区分
　　・明宝デイサービス区分

　　・特定・一般相談支援区分

１２．関連当事者との取引の内容

　　　　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

248,212 94,928

車両運搬具 44,829,307 38,303,750 6,525,557

133,062,752
133,062,752

133,062,752

日本生命社債 40,000,000 39,568,000 △432,000

133,062,752

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

合            計

  　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、負債及び純資産の状態を明らかに

      　該当なし

１３．重要な偶発債務

ソフトウェア 17,390,328

合            計 140,000,000 141,023,800

     　 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

1,023,800

時　　価 評価損益
100,000,000 101,455,800 1,455,800東京電力社債
帳簿価額

債権の当期末残高
（単位：円）

　　・白鳥東部デイサービス区分
　　・高鷲デイサービス区分
　　・美並デイサービス区分

　　・ぽぷらの家区分
　　・在宅福祉管理区分

建物 58,024,998 0 5,869,502 52,155,496

　　・ウイングハウス区分
　　・すみれ作業所区分

0

債権額

55,303,200 19,899,900 35,403,300

合            計 64,024,998 0 5,869,502 58,155,496

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

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
　　　該当なし

      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。

減価償却累計額 当期末残高取得価額
建物 110,004,396



合            計 10,119,331 9,854,097 265,234

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）

器具備品 2,957,911 2,731,317 226,594
権利 38,640 0 38,640
ソフトウェア 7,122,780 7,122,780 0

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
　　　該当なし

７．担保に供している資産
　　　該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
      固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

定期預金 6,000,000 0 0 6,000,000
合            計 6,000,000 0 0 6,000,000

(2) サービス区分の内容
　　・法人運営区分
　　・地域福祉積立金運営区分

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

　　平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」
　　を採用することとした。

３．法人で採用する退職給付制度
　　　当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人
　　勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により
　　算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

４．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人運営財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

　　　当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金
　　に計上している。
　②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　　当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日
    厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長。老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、
    最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）
　　に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭　
　　局長。社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正

　②無形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。
　③リース資産
　　　リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて
　　会計処理している。
　　　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、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 退職給付引当金の計上基準
　①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
　②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　①有形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。



　　・生活福祉資金区分
　　・生活支援体制整備事業区分
　　・法人後見区分

　　算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

４．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 地域福祉財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) サービス区分の内容
　　・地域福祉区分
　　・共同募金配分区分
　　・福祉サービス利用援助事業区分
　　・生活困窮者自立相談支援事業区分

    厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長。老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、
    最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）
　　に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭　
　　局長。社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正
　　平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」
　　を採用することとした。

３．法人で採用する退職給付制度
　　　当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人
　　勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により

　　　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) 退職給付引当金の計上基準
　①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
　　　当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金
　　に計上している。
　②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　　当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日

　②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　①有形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。
　②無形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。
　③リース資産
　　　リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて
　　会計処理している。

        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

財務諸表に対する注記（地域福祉拠点区分）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

日本生命社債 40,000,000 0 △40,000,000
合            計 140,000,000 0 △140,000,000

１１．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。
（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益
東京電力社債 100,000,000 0 △100,000,000

事業未収金 2,381,429 0 2,381,429
合            計 2,381,429 0 2,381,429

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

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高



    厚生省大臣官房障害保険福祉部長、社会・援護局長。老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、
    最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）
　　に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭　
　　局長。社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正
　　平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という）」
　　を採用することとした。

　　　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) 退職給付引当金の計上基準
　①岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
　　　当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金
　　に計上している。
　②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　　当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日

　②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　①有形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。
　②無形固定資産(リース資産を除く)
　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。
　③リース資産
　　　リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて
　　会計処理している。

        該当なし

１０．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

財務諸表に対する注記（在宅福祉拠点区分）

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

事業未収金 13,463,574 0 13,463,574
合            計 13,463,574 0 13,463,574

９．重要な後発事象

合            計 19,527,659 15,209,623 4,318,036

８．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

車両運搬具 14,332,849 10,788,059 3,544,790
器具備品 5,044,810 4,271,564 773,246
ソフトウェア 150,000 150,000 0

５．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
　　　該当なし

６．担保に供している資産
　　　該当なし

７．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 94,538,256 0 34,787,088 59,751,168
合            計 94,538,256 0 34,787,088 59,751,168

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



事業未収金 117,217,749 0 117,217,749
合            計 117,217,749 0 117,217,749

１０．重要な後発事象

合            計 242,457,289 138,657,101 103,800,188

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 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

その他 55,303,200 19,899,900 35,403,300
権利 304,500 248,212 56,288
ソフトウェア 10,117,548 7,825,148 2,292,400

建物付属設備
車両運搬具 30,496,458 27,515,691 2,980,767
器具備品 36,231,187 25,319,250 10,911,937

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 減価償却累計額 当期末残高

建物 110,004,396 57,848,900 52,155,496

合            計 63,894,500 0 5,869,502 58,024,998

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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

建物 63,894,500 0 5,869,502 58,024,998
建物付属設備

　　・短期入所区分

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

　　・美並デイサービス区分
　　・明宝デイサービス区分
　　・障害者訪問介護区分
　　・特定・一般相談支援区分
　　・ウイングハウス区分
　　・すみれ作業所区分
　　・みずほ園区分
　　・ぽぷらの家区分
　　・在宅福祉管理区分

　　・南部介護相談センター区分
　　・介護保険訪問介護区分
　　・郡上市八幡デイサービス区分
　　・おなびデイサービス区分
　　・デイサービスやまと区分
　　・白鳥デイサービス区分
　　・白鳥北部デイサービス区分
　　・白鳥東部デイサービス区分
　　・高鷲デイサービス区分

　　算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

４．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 在宅福祉財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
(2) サービス区分の内容
　　・高齢介護予防区分
　　・社協郡上介護相談センター区分
　　・中部介護相談センター区分
　　・北部介護相談センター区分

３．法人で採用する退職給付制度
　　　当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、岐阜県民間社会福祉従事者共済会及び独立行政法人
　　勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により



        該当なし

１１．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


