
 1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産　定額法
　　　無形固定資産　定額法
　　　リース資産
　　　　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、残存価額を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準
　　　賞与引当金
　　　　　職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　　退職給付引当金
　　　　　職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において
　　　　発生していると認められる額を計上している。
　　　
 (３）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 法人で採用する退職給付制度
　法人の退職金規定に基づいて退職給付を行っている。なお、そのうち対象となる正職員について、独立行政
法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

 3. 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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

   当法人では、社会福祉事業のみの為作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（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。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　　ア　きらら藤枝拠点（社会福祉事業）
　　　　「法人本部」
　　　　「特別養護老人ホームきらら藤枝」
　　　　「きらら藤枝ショートステイ」
　　　　「きらら藤枝デイサービスセンター」
　　　　「きらら藤枝ケアプランセンター」
　　　イ　きらら富士拠点（社会福祉事業）
　　　　「グループホームきらら富士」
　　　　「きらら富士デイサービスセンター」
　　　　「きらら富士ヘルパーセンター」
　　　　「きらら富士ケアプランセンター」
　　　ウ　きらら浜松拠点（社会福祉事業）
　　　　「グループホームきらら浜松」
　　　　「きらら浜松デイサービスセンター」
　　　　「きらら浜松ヘルパーセンター」
　　　　「きらら浜松ケアプランセンター」
　　　　「きらら浜松ショートステイ」
　　　　「きらら浜松機能訓練デイサービスセンター」

 4. 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)

合計 1,361,262,969 396,706

0
61,521,494
61,521,494 1,300,138,181

0
396,706

213,468,582
1,147,794,387

計算書類に対する注記(法人全体用)

基本財産の種類
土地
建物

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
213,468,582
1,086,669,599



 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
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 円
建物（基本財産） 円

計 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年以内返済予定額を含む） 円
計 円

 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)

 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
　　計上なし

 9. 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

10. 関連当事者との取引の内容
　　該当なし

11. リース取引関係
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　リース資産の内容

（有形リース資産）
ガスヒートポンプエアコン一式
厨房設備機器一式

（無形リース資産）
勤怠管理システム一式
介護保険システム一式

12. 重要な偶発債務
　　該当なし

13. 重要な後発事象
　　該当なし

14. 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

2,528,262
70,935,836

134,819,474
712,155,529

1,613,290
39,412,706

92,131,298
1,178,800,897

8,346,456 22,101,768

車輌運搬具
器具及び備品

小計
合計

82,012,454
4,141,552
110,348,542

226,950,772
1,890,956,426

構築物
その他の固定資産

有形リース資産 30,448,224

577,336,055
577,336,055

53,008,920

1,086,669,599
1,086,669,599

29,003,534

1,664,005,654
1,664,005,654

基本財産
建物

小計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

77,233,872
300,157,081
377,390,953

320,000,000
320,000,000



 1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産　定額法
　　　無形固定資産　定額法
　　　リース資産
　　　　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、残存価額を零とする定額法によっている。

　　
（２）引当金の計上基準
　　　賞与引当金
　　　　　職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　　退職給付引当金
　　　　　職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において
　　　　発生していると認められる額を計上している。
　　　
 (３）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 拠点で採用する退職給付制度
　法人の退職金規定に基づいて退職給付を行っている。なお、そのうち対象となる正職員について、独立行政
法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

 3. 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作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）きらら藤枝拠点計算書類（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)）
　　　ア　法人本部
　　　イ　特別養護老人ホームきらら藤枝
　　　ウ　きらら藤枝ショートステイ
　　　エ　きらら藤枝デイサービスセンター
　　　オ　きらら藤枝ケアプランセンター
（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。

 4. 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)

合計 801,988,753 213,106 34,544,929 767,656,930
建物 665,754,043 213,106 34,544,929 631,422,220
土地 136,234,710 0 0 136,234,710

計算書類に対する注記（きらら藤枝拠点区分用）

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



 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)

 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
　　計上なし　

 9. 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

10. リース取引関係
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　リース資産の内容

（有形リース資産）
ガスヒートポンプエアコン一式

（無形リース資産）
勤怠管理システム一式
介護保険システム一式

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

合計 1,185,024,948 513,050,536 671,974,412

有形リース資産 24,507,360 6,943,752 17,563,608
小計 135,778,652 95,226,460 40,552,192

車輌運搬具 1,327,000 1,326,999 1
器具及び備品 52,089,292 48,043,010 4,046,282

その他の固定資産
構築物 57,855,000 38,912,699 18,942,301

建物 1,049,246,296 417,824,076 631,422,220
小計 1,049,246,296 417,824,076 631,422,220

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産



 1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産　定額法
　　　無形固定資産　定額法
　　　リース資産
　　　　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、残存価額を零とする定額法によっている。
　　
（２）引当金の計上基準
　　　賞与引当金
　　　　　職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　　退職給付引当金
　　　　　職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において
　　　　発生していると認められる額を計上している。
　　　
 (３）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 採用する退職給付制度
　法人の退職金規定に基づいて退職給付を行っている。なお、そのうち対象となる正職員について、独立行政
法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

 3. 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作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）きらら富士拠点計算書類（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)）
　　　ア　グループホームきらら富士
　　　イ　きらら富士デイサービスセンター
　　　ウ　きらら富士ヘルパーセンター
　　　エ　きらら富士ケアプランセンター
（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。

 4. 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)

合計 60,939,010 183,600 3,816,900 57,305,710
建物 60,939,010 183,600 3,816,900 57,305,710
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

計算書類に対する注記（きらら富士拠点区分用）



 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)

 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
    計上なし

 9. 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

10. リース取引関係
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　リース資産の内容

（無形リース資産）
勤怠管理システム一式

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

小計 19,585,076 16,322,138 3,262,938
合計 124,742,019 64,173,371 60,568,648

車輌運搬具 1,054,602 1,054,601 1
器具及び備品 9,272,907 7,409,955 1,862,952

その他の固定資産
構築物 9,257,567 7,857,582 1,399,985

建物 105,156,943 47,851,233 57,305,710
小計 105,156,943 47,851,233 57,305,710

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産



 1. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産　定額法
　　　無形固定資産　定額法
　　　リース資産
　　　　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、残存価額を零とする定額法によっている。
　　
（２）引当金の計上基準
　　　賞与引当金
　　　　　職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

　　　退職給付引当金
　　　　　職員の退職給付に備えるため、当期末における期末自己都合要支給額に基づき、当期末において
　　　　発生していると認められる額を計上している。

 (３）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 拠点で採用する退職給付制度
　法人の退職金規定に基づいて退職給付を行っている。なお、そのうち対象となる正職員について、独立行政
法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

 3. 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作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）きらら浜松拠点計算書類（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)）
　　　ア　グループホームきらら浜松
　　　イ　きらら浜松デイサービスセンター
　　　ウ　きらら浜松ヘルパーセンター
　　　エ　きらら浜松ケアプランセンター
　　　オ　きらら浜松ショートステイ
　　　カ　きらら浜松機能訓練デイサービスセンター

（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。

 4. 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)

合計 498,335,206 0 23,159,665 475,175,541
建物 421,101,334 0 23,159,665 397,941,669
土地 77,233,872 0 0 77,233,872

計算書類に対する注記（きらら浜松拠点区分用）

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



 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
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 円
建物（基本財産） 円

計 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年以内返済予定額を含む） 円
計 円

 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)

 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
    計上なし

 9. 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

10. リース取引関係
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　リース資産の内容

（有形リース資産）
厨房設備機器一式

（無形リース資産）
勤怠管理システム一式

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

合計 581,189,459 134,931,622 446,257,837

有形リース資産 5,940,864 1,402,704 4,538,160
小計 71,587,044 23,270,876 48,316,168

車輌運搬具 1,759,950 146,662 1,613,288
器具及び備品 48,986,343 15,482,871 33,503,472

その他の固定資産
構築物 14,899,887 6,238,639 8,661,248

建物 509,602,415 111,660,746 397,941,669
小計 509,602,415 111,660,746 397,941,669

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産

77,233,872
300,157,081
377,390,953

320,000,000
320,000,000


