
別紙１ 社会福祉法人　松風会

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）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

　　　　　平成１９年３月３１日以前に取得したものは旧定額法による。

　　　　　平成１９年４月　１日以降に取得したものは定額法による。

　（２）引当金の計上基準

　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
　　該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
　　当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

　　　加入なし

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。

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

　　　　当法人では収益事業、公益事業を実施していないため省略する。

　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（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）以下の付属明細書を作成する。

　　　　別紙３（①）借入金明細書、別紙３（②）寄附金明細書、別紙３（③）補助金事業収益明細書

　　　　別紙３（④）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書、別紙３（⑤）事業区分間及び拠点区分間貸付金

　　　　（借入金）残高明細書、別紙３（⑥）基本金明細書、別紙３（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書

　（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　ア　法人本部拠点事業

　　　「本部サービス区分」

　　　イ　清華学園拠点区分

　　　「支援施設清華学園サービス区分」

　　　「清華学園短期入所事業サービス区分」

　　　「地域生活支援事業デイきらりサービス区分」

　　　ウ　清華こども園拠点区分

　　　「清華こども園サービス区分」

　　　「学童保育キッズぱんたかサービス区分」

　　　エ　白山保育園拠点区分

　　　「白山保育園サービス区分」

　　　「白山あおぞらクラブサービス区分」

　　　オ　ライフサポートりよっと拠点区分

　　　「相談支援ライフサポートりよっとサービス区分」

　　　カ　清華ホーム拠点区分

　　　「グループホームおおくすサービス区分」

　　　「グループホームさくらサービス区分」

　　　キ　清華ファーム拠点区分

　　　「就労継続支援Ｂ型事業清華ファームサービス区分」

計算書類に対する注記



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。

（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

基本財産

土地 199,039,463 199,039,463

建物 789,639,978 80,224,438 49,409,683 820,454,733

合計 988,679,441 80,224,438 49,409,683 1,019,494,196

 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

円

計 円

　　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

基本財産

建物 1,638,608,733 818,154,000 820,454,733

その他の固定資産

建物 13,711,042 3,861,091 9,849,951

建物付属設備 15,778,470 7,195,158 8,583,312

構築物 61,823,066 30,225,718 31,597,348

機械及び装置 3,217,500 2,043,398 1,174,102

車輌運搬具 96,135,345 93,884,170 2,251,175

器具及び備品 125,965,847 111,195,281 14,770,566

合計 1,955,240,003 1,066,558,816 888,681,187

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。ただし、未収金は内部取引消去を実施。

（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

事業未収金 77,472,268 77,472,268

未収金 121,732 121,732

未収補助金 12,548,783 12,548,783

未収収益 1,741,977 1,741,977

合計 91,884,760 91,884,760

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）

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

該当なし

合計

１２．関連当事者との取引の内容
　　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

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。）

９．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）



１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

基本財産の追加等

１．新たに取得した以下の固定資産を基本財産に追加計上

　①島原市城内２丁目998番地所在の共同住宅を基本財産建物に計上

　②島原市有明町大三東甲字松崎下2120番地3所在の作業所に行ったトイレ増築工事部分を基本財産建物に追加計上

　以上の固定資産の取得価額を計上し、当注記「６．基本財産の増減の内容及び金額」に反映させている。

２．島原市を買戻権者、期限を令和３年５月２７日までとする買戻特約が付帯していた白山保育園の土地（以下の３筆）は買戻し

　期限が過ぎたため、買戻権の抹消登記を行った。（令和３年５月３１日）

　①島原市白山町50番1

　②島原市広馬場町7728番3

　③島原市広馬場町7728番4

３．以下の２筆の土地を合筆登記し、基本財産記載内容の変更を行った

　①島原市白山町69番　宅地　291.46㎡

　②島原市白山町70番　宅地　56.52㎡

　合筆後

　島原市白山町69番　雑種地　347.00㎡　（定款変更認可日　令和３年７月５日）

　※面積の変更は国土調査による成果

１６．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



別紙２ 法人本部拠点区分

１．重要な会計方針
　（１）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

　　　　　　　平成１９年３月３１日以前に取得したものは旧定額法による。

　　　　　　　平成１９年４月　１日以降に取得したものは定額法による。

２．重要な会計方針の変更
　　該当なし

　　

３．採用する退職給付制度
　　当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　（２）民間退職共済制度

　　　　　加入なし。

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。

　（１）法人本部拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の明細書) （別紙３(⑧)）

　（３）引当金明細書（別紙３(⑨)）は、該当なしのため省略

　（４）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩)）は、該当なしのため省略

　（５）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪)）は、該当なしのため省略

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）は、該当なしのため省略

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）は、該当なしのため省略

　（８）サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙３(⑭)）は、該当なしのため省略

　（９）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　「本部サービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

48,027,480 48,027,480

71,998,829 78,752,738 10,199,646 140,551,921

120,026,309 78,752,738 10,199,646 188,579,401

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し
　　該当なし

７．担保に供している資産
　　該当なし

円

円

　　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は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

249,226,628 108,674,707 140,551,921

2,817,882 693,197 2,124,685

1,909,600 138,604 1,770,996

20,128,141 6,296,282 13,831,859

18,740,314 18,276,765 463,549

19,711,843 15,592,833 4,119,010

312,534,408 149,672,388 162,862,020

計算書類に対する注記

建物

その他の固定資産

建物

建物付属設備

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

合計

（単位：円）

８．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）

基本財産の種類

基本財産

土地

建物

合計

計

（単位：円）

基本財産



　　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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

1,391,241 1,391,241

1,391,241 1,391,241

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
　　該当なし

１１．重要な後発事象
　　該当なし

その他

（１）職員住宅(島原市城内二丁目998番地所在の木造かわらぶき2階建　取得価格81,526,387円)を

　　その他の固定資産の建物に計上していたが、令和3年7月5日定款変更認可に併せて、基本財産の建物に振替。

（２）購入を計画し予算計上していた白山町７９番１の土地は、新型コロナ感染症の影響により、購入のための

　　手続きが遅れたため令和４年度に繰り越す。予算計上していた購入資金は４年度にそのまま繰り越す。

未収金

合計

（単位：円）

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。）

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



別紙２ 清華学園拠点区分

１．重要な会計方針
　（１）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

　　　平成１９年３月３１日以前に取得したものは旧定額法による。

　　　平成１９年４月１日以降に取得したものは定額法による。

　（２）引当金の計上基準

　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　（２）民間退職共済制度

　　　　　加入なし。

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。

　（１）清華学園拠点区分計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産の明細書）（別紙３（⑧））

　（３）引当金明細書（別紙３（⑨））

　（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略

　（５）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））

　（８）サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３（⑭））は該当なしのため省略

　（９）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　「支援施設清華学園サービス区分」

　　　　「清華学園短期入所事業サービス区分」

　　　　「地域生活支援事業デイきらりサービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

109,794,443 109,794,443

402,185,644 1,471,700 22,152,868 381,504,476

511,980,087 1,471,700 22,152,868 491,298,919

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し
　　該当なし

７．担保に供している資産
　該当なし

円

円

（単位：円）

基本財産の種類

基本財産

土地

建物

合計

計

計算書類に対する注記



　　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は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

961,800,705 580,296,229 381,504,476

5,370,000 1,728,267 3,641,733

13,690,670 7,012,480 6,678,190

23,701,455 19,228,972 4,472,483

1,733,100 851,536 881,564

70,520,581 68,732,959 1,787,622

82,528,133 74,435,540 8,092,593

1,159,344,644 752,285,983 407,058,661

　　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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

67,077,056 67,077,056

17,762,295 17,762,295

1,307,043 1,307,043

86,146,394 86,146,394

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。

帳簿価額 時価 評価損益

１１．重要な後発事象
　　該当なし

基本財産の追加、当期積立金に関する事項

　１．基本財産建物に実施した改修工事費用を追加計上
　　島原市有明町大三東甲字松崎下2120番3所在の作業場にトイレ増築工事を実施し取得費用を基本財産建物に追加計上
　　上記固定資産の取得価額を当注記「５．基本財産の増減の内容及び金額」に当期増加額として計上

　２．当期積立資産積立額40,000千円は当期末時でその他の未払金に計上している。
　　・積立金の当期末合計額　580,000千円
　　・積立金に関する預金内容　定期預金（十八親和銀行有明No.1349031）540,000千円
　　積立金の差額40,000千円については当期末時でその他の未払金に計上している。（定期預金未作成）
　　令和4年5月16日に定期預金（十八親和銀行有明No.1349031）を作成、これ以降は積立金と定期預金の金額は
　　一致している。

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

構築物

（単位：円）

８．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）

　該当なし

合計

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

合計

（単位：円）

事業未収金

未収金

未収補助金

合計

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。）

（単位：円）

種類及び銘柄

基本財産

建物

その他の固定資産

建物

建物付属設備



別紙２ 清華こども園拠点区分

１．重要な会計方針

　（１）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

　　　　　平成１９年３月３１日以前に取得したものは旧定額法による。

　　　　　平成１９年４月　１日以降に取得したものは定額法による。

　（２）引当金の計上基準

　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

　　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　当法人が採用する退職給付制度は以下の通りである。

　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　（２）民間退職共済制度

　　　　　加入なし。

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。

　（１）清華こども園拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の明細書) （別紙３(⑧)）

　（３）引当金明細書（別紙３(⑨)）

　（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　（５）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略する。

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）は、該当なしのため省略

　（８）サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙３(⑭)）は、該当なしのため省略

　（９）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　「清華こども園サービス区分」

　　　　「学童保育キッズぱんたかサービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

1,375,000 1,375,000

268,058,646 12,768,760 255,289,886

269,433,646 12,768,760 256,664,886

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し

　　該当なし

７．担保に供している資産

　該当なし

円

円

計算書類に対する注記

（単位：円）

基本財産の種類

基本財産

土地

建物

合計

計



　　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は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

331,102,000 75,812,114 255,289,886

2,491,560 1,330,490 1,161,070

178,200 44,074 134,126

6,221,100 1,074,576 5,146,524

20,184,531 18,942,008 1,242,523

360,177,391 97,203,262 262,974,129

　　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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

1,028,350 1,028,350

81,401 81,401

7,356,400 7,356,400

8,466,151 8,466,151

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

　　該当なし

帳簿価額 時価 評価損益

１１．重要な後発事象

　　該当なし

　　該当なし

構築物

器具及び備品

合計

（単位：円）

合計

未収金

未収補助金

合計

（単位：円）

種類及び銘柄

８．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）

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。）

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

（単位：円）

事業未収金

基本財産

建物

その他の固定資産

建物

建物付属設備



別紙２ 白山保育園拠点区分

１．重要な会計方針
　（１）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

　　　　　平成１９年３月３１日以前に取得したものは旧定額法による。

　　　　　平成１９年４月　１日以降に取得したものは定額法による。

　（２）引当金の計上基準

　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　当法人が採用する退職給付制度は以下の通りである。

　　　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　　　（２）民間退職共済制度

　　　　　　加入なし。

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。

　（１）白山保育園拠点計算書類（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）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の明細書) （別紙３(⑧)）

　（３）引当金明細書（別紙３(⑨)）

　（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　（５）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略する。

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）は、該当なしのため省略

　（８）サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙３(⑭)）は、該当なしのため省略

　（９）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　「白山保育園サービス区分」

　　　「白山あおぞらクラブサービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

30,700,000 30,700,000

6,213,024 520,992 5,692,032

36,913,024 520,992 36,392,032

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し
　　該当なし

７．担保に供している資産
　　該当なし

円

円

計算書類に対する注記

（単位：円）

基本財産の種類

基本財産

土地

建物

合計

計



　　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は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

7,776,000 2,083,968 5,692,032

11,772,370 3,625,888 8,146,482

3,177,740 1,937,801 1,239,939

22,726,110 7,647,657 15,078,453

　　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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

572,832 572,832

3,771,440 3,771,440

4,344,272 4,344,272

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。

帳簿価額 時価 評価損益

１１．重要な後発事象
　該当なし

土地の買戻特約と合筆に関する事項

　１．白山保育園の土地（以下の３筆）は島原市を買戻権者、期限を令和3年5月28日までとする買戻特約が付帯していたが、

　　　令和3年5月29日付で買戻権を抹消登記している。

　　①島原市白山町50番地1

　　②島原市広馬場町7728番3

　　③島原市広馬場町7728番4

　２．白山保育園の土地（以下の２筆）を令和3年7月5日定款変更認可に併せて島原市白山町69番へ合筆。
　　また、国土調査による成果で地積が347.00㎡に変更となっている。
　　①島原市白山町69番（291.16㎡）
　　②島原市白山町70番（56.52㎡）

（単位：円）

種類及び銘柄

　　該当なし

合計

８．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）

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。）

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

（単位：円）

合計

基本財産

建物

その他の固定資産

構築物

器具及び備品

合計

（単位：円）

事業未収金

未収補助金



別紙２ ライフサポートりよっと拠点区分

１．重要な会計方針

　　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

２．重要な会計方針の変更

　　該当なし

３．採用する退職給付制度

　　当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

　　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　　（２）民間退職共済制度

　　　　　加入なし。

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等は以下のとおりになっている。

　（１）ライフサポートりよっと拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の明細書) （別紙３(⑧)）は、該当なしのため省略

　（３）引当金明細書（別紙３(⑨)）

　（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、該当なしのため省略

　（５）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、該当なしのため省略

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）は、該当なしのため省略

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）は、該当なしのため省略

　（８）サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙３(⑭)）は、該当なしのため省略

　（９）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　「相談支援事業ライフサポートりよっとサービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

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し

　　該当なし

７．担保に供している資産
　　該当なし

円

円

　　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。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）

　　該当なし

合計

基本財産の種類

　　該当なし

合計

計算書類に対する注記

計

（単位：円）

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。）



　　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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

1,255,650 1,255,650

2,800,000 2,800,000

4,055,650 4,055,650

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

　　該当なし

帳簿価額 時価 評価損益

１１．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

（単位：円）

種類及び銘柄

合計

（単位：円）

事業未収金

未収金

合計

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。）



別紙２ 清華ホーム拠点区分

１．重要な会計方針
（１）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

　　　　　　　平成１９年３月３１日以前に取得したものは旧定額法による。

　　　　　　　平成１９年４月　１日以降に取得したものは定額法による。

　（２）引当金の計上基準

　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　当法人で採用する退職共済制度は以下の通りである。

　　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　　（２）民間退職共済制度

　　　　　加入なし。

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。

　（１）清華ホーム拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の明細書) （別紙３(⑧)）

　（３）引当金明細書（別紙３(⑨)）は、該当なしのため省略

　（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略する。

　（５）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）は、該当なしのため省略

　（８）サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙３(⑭)）は、該当なしのため省略

　（９）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　「グループホームおおくすサービス区分」

　　　「グループホームさくらサービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

9,142,540 9,142,540

41,183,835 3,767,417 37,416,418

50,326,375 3,767,417 46,558,958

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し
　　該当なし

７．担保に供している資産
　　該当なし

円

円

　　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は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

88,703,400 51,286,982 37,416,418

1,500,000 1,499,998 2

90,203,400 52,786,980 37,416,420

（単位：円）

基本財産の種類

基本財産

土地

建物

合計

計

（単位：円）

８．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合
は記載不要。）

基本財産

建物

その他の固定資産

車輌運搬具

合計

計算書類に対する注記



　　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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

3,165,500 3,165,500

61,780 61,780

3,227,280 3,227,280

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

帳簿価額 時価 評価損益

１１．重要な後発事象
　　該当なし

　　該当なし

（単位：円）

事業未収金

未収補助金

合計

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

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。）

（単位：円）

種類及び銘柄

　該当なし

合計



別紙２ 清華ファーム拠点区分

１．重要な会計方針
　（１）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

　（２）引当金の計上基準

　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

　　（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

　　　　　独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

　　（２）民間退職共済制度

　　　　　加入なし。

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。

　（１）清華ファーム拠点計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の明細書) （別紙３(⑧)）

　（３）引当金明細書（別紙３(⑨)）

　（４）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、該当なしのため省略している

　（５）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、該当なしのため省略している

　（６）積立金・積立資産明細書（別紙３(⑫)）

　（７）サービス区分間繰入金明細書（別紙３(⑬)）は、該当なしのため省略

　（８）サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙３(⑭)）は、該当なしのため省略

　（９）付属明細書

　　　　別紙３（⑮）就労支援事業別事業活動明細書、別紙３（⑯）就労支援事業製造原価明細書

　　　　別紙３（⑰）就労支援事業販管費明細書、別紙３（⑱）就労支援事業明細書

　（10）拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　「就労継続支援Ｂ型事業清華ファームサービス区分」

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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

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し
　　該当なし

７．担保に供している資産
　　該当なし

円

円

　　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は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

3,031,600 109,137 2,922,463

1,484,400 1,191,862 292,538

5,374,450 5,374,448 2

363,600 287,099 76,501

10,254,050 6,962,546 3,291,504

建物

基本財産の種類

基本財産（該当なし）

合計

計算書類に対する注記

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

合計

計

（単位：円）

その他の固定資産

（単位：円）

８．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（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。

債権額 徴収不能引当金の当
期末残高

債権の当期末残高

4,372,880 4,372,880

52,120 52,120

1,741,977 1,741,977

6,166,977 6,166,977

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。

帳簿価額 時価 評価損益

１１．重要な後発事象
　　該当なし

　固定資産の取得

　　島原市有明町大三東甲2120-3に作業場兼倉庫を3,031,600円で新築にて取得したため、その他の固定資産建物

　に計上している。

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

未収補助金

未収収益

合計

（単位：円）

種類及び銘柄

　　該当なし

合計

（単位：円）

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。）


