
 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要支給額から中小企業退職金共済制度からの
　　　　交付金相当額を控除した額を計上している。
　　　
 (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)

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
1,026,080,289
1,239,548,871

0
0

213,468,582
1,086,669,599

0

0
60,589,310
60,589,310合計 1,300,138,181



 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. 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
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

当期末残高

77,233,872
285,312,111
362,545,983

313,584,000
313,584,000

取得価額 減価償却累計額

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

基本財産
建物

小計
637,925,365
637,925,365

57,520,387

1,026,080,289
1,026,080,289

24,492,067
車輌運搬具
器具及び備品

小計
合計

82,012,454
2,814,552

110,865,647

226,140,877
1,890,146,531

構築物
その他の固定資産

有形リース資産 30,448,224

1,641,250
78,910,152

149,522,477
787,447,842

1,173,302
31,955,495

76,618,400
1,102,698,689

11,450,688 18,997,536



 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要支給額から中小企業退職金共済制度からの
　　　　交付金相当額を控除した額を計上している。
　　　
 (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)

 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. 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
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)

合計 1,183,548,678 552,983,318 630,565,360

有形リース資産 24,507,360 9,394,488 15,112,872
小計 134,302,382 100,600,106 33,702,276

車輌運搬具 0 0 0
器具及び備品 51,940,022 48,910,850 3,029,172

その他の固定資産
構築物 57,855,000 42,294,768 15,560,232

建物 1,049,246,296 452,383,212 596,863,084
小計 1,049,246,296 452,383,212 596,863,084

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産

合計 767,656,930 0 34,559,136 733,097,794
建物 631,422,220 0 34,559,136 596,863,084
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



 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



 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要支給額から中小企業退職金共済制度からの
　　　　交付金相当額を控除した額を計上している。
　　　
 (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)

 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. 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
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)

小計 19,797,836 16,917,667 2,880,169
合計 124,954,779 68,501,768 56,453,011

車輌運搬具 1,054,602 1,054,601 1
器具及び備品 9,485,667 7,905,027 1,580,640

その他の固定資産
構築物 9,257,567 7,958,039 1,299,528

建物 105,156,943 51,584,101 53,572,842
小計 105,156,943 51,584,101 53,572,842

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産

合計 57,305,710 0 3,732,868 53,572,842
建物 57,305,710 0 3,732,868 53,572,842
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）



 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



 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要支給額から中小企業退職金共済制度からの
　　　　交付金相当額を控除した額を計上している。

 (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)

 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

77,233,872
285,312,111
362,545,983

313,584,000
313,584,000

合計 475,175,541 0 22,297,306 452,878,235
建物 397,941,669 0 22,297,306 375,644,363
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



 7. 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
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

小計 72,040,659 32,004,704 40,035,955
合計 581,643,074 165,962,756 415,680,318

器具及び備品 49,439,958 22,094,275 27,345,683
有形リース資産 5,940,864 2,056,200 3,884,664

構築物 14,899,887 7,267,580 7,632,307
車輌運搬具 1,759,950 586,649 1,173,301

小計 509,602,415 133,958,052 375,644,363
その他の固定資産

基本財産
建物 509,602,415 133,958,052 375,644,363

取得価額 減価償却累計額 当期末残高


