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第一号第一様式
法人単位資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰���6x��(�｢�備考 

事 業 活 動 に 假ｲ�?ﾂ�介護保険事業収入 塔���3��8�3����814，902，669 ��#8�3���3cc��積算誤り 

経常経費寄附金収入 鼎��3����90，000 ��#S��3����

受取利息配当金収入 ��H�3����10，049 �8�3鉄��

その他の収入 �(�333H�3����2，550，417 ��##�h�3C�r�

事業活動収入計（1） 塔�H�3#���3����817，553，135 ��#8�33S(�3�3R� 

支 出 ��ﾈﾈ��因��532，907，000 鉄#��3ccH�3c�B�3，242，396 ���ｨﾎｸ.��

事業費支出 ��#��3S���3����120，585，124 ���3��H�3ピb�積算誤り 退職処理 
よ る 剋末ｱ費支出 �����3都��3c���109，490，963 ��#S���3#�2�

収 剽�p者負担軽減額 都s(�3����730，556 鼎��3CCB�

支 剋x払利息支出 店�3#s��3����5，273，183 滴�3��r�

その他の支出 鉄S��3����1，467，479 ��#����3Cs��

事業活動支出計（2） 都s��3�sx�3c���767，211，909 �(�3ツX�3ss�� 

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） �44，123，320 鉄��33C��3##b�△6，217，906 ��

電 設 整 備 等 假ｲ�?ﾂ�施設整備等補助金収入 涛3��3����938，000 ��� 

施設整備等収入計（4） 涛3��3����930，000 ��� 

に 倡����設備資金借入金元金償還支出 �38�3�S8�3����33，050，000 �8�3���� 

よ る 収 支 剏ﾅ定資産取得支出 ���3C���3�s2�1，409，243 塔3��

施設整備等支出計（5） �3H�3Cc8�3�s2�34，459，243 �8�3�3�� 

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） 凵｢33，533，073 ��#38�3S#��3#C2�△3，830 ��

そ の 他 の 活 動 假ｲ�?ﾂ�積立資産取崩収入 �#�X�3����2，453，600 ��#(�3#3��3c���退職処理 その他の活動による収入 �##��3����420，000 ��##���3����

その他の活動収入計（7） 鼎3X�3����2，873，600 ��#(�3C3��3c��� 

支 出 ���x��蝌辷��5，864，000 塗�3����3�#��△155，920 ��

に よ る 収 支 凾ｻの他の活動による支出 �#�X�3����415，000 ��##���3����

その他の活動支出計（8） 塗�3�s��3����6，434，920 ��#3SX�3�#�� 

その他の活動資金収支差額（9）＝（7ト（8） 凵｢5，644，000 ��#8�3Sc��33#��△2，082，680 ��

予備費支出（10） 剴��3sCH�3����－ ���3sCH�3���� 

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9ト（10） 剴8�3#�(�3#Cr�・13，250，663 ��#���3�C��3C�b� 

前期末支払資金残高（12） 218，224，358 218，224，358

当期末支払資金残高（11〉＋（12） 221，426，605 231，475，021 △10，048，416



第二号第一様式

（単位：円）

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

サ 1 ビ ス 假ｲ�傭�介護保険事業収益 塔�H�3��(�3cc��803，650，185 ����3#S(�3Cィ�

経常経費寄附金収益 涛��3����170，000 ��#���3����

その他の収益 涛CX�3鉄"�1，069，711 ��#�#8�3sS��

サービス活動収益計（1） 塔�X�3�3��3c#��804，889，896 ����3�C��3s#R�

費 用 ��ﾈﾈ���533，376，876 鉄c8�3ツX�33c��△30，488，493 

括 剋幕ﾆ費 ��#��333x�3�#B�120，388，150 ��#S��3�#b�

動 増 減 剋末ｱ費 �����3C���3田2�106，046，370 �8�3CCH�3S�2�

利用者負担軽減額 都3��3SSb�490，990 �#3��3Scb�

の 剏ｸ価償却費 田8�3#店�3CS��63，048，292 �#Cx�3�cr�

部 剄糟ﾉ補助金等特別積立金取崩額 ��##��3cs��3����△29，784，365 ���H�33Cb�

その他の費用 涛CX�3鉄"�695，623 �#S��33#��

サービス活動費用計（2） 都嶋�3S�h�3����824，750，429 ��##h�3#C8�3S���

サービス活動増減差額（3）＝（1ト（2） �17，431，710 ��#���3ツ��3S32�37，292，243 

ナ l ビ ス 活 動 假ｲ�傭�受取利息配当金収益 ����3�C��22，079 ��#�(�3�3��その他のサービス活動外収益 �(�3SS��3C�r�3，597，888 ��#��3�Cx�3Cs��

サービス活動外収益計（4） �(�3Sc��3Ccb�3，619，967 ��#��3�S��3S���

費 用 倡瓜Yy��r�5，273，183 店�3SC(�3����△268，826 

外 増 減 の 部 凾ｻの他のサービス活動外費用 鉄#��3S#r�350，568 ��s��3鉄��

サービス活動外費用計（5） 店�3s滴�3s���5，892，577 ��#度�3ツr�

サービス活動外増減差額（6）＝（4ト（5） 凵｢3，234，244 ��#(�3#s(�3c���△961，634 

経常増減差額（7）＝（3）十（6） 剴�H�3�度�3Ccb�△22，133，143 �3h�333��3c���

特 別 増 減 の 部 假ｲ�傭�施設整備等補助金収益 涛3��3�������3����5，050，580 涛3��3����

固定資産受贈額 劍�#X�3�S��3S���

その他の特別収益 �4，031，387 ��#H�3��(�3Ssr�

特別収益計（8） 涛C��3����9，081，967 ��#��3�38�3�Sr�

費 用 俛�ﾌ竸(�ｾ�9�<�¥ｩ��xｾ���xｧ｢�930，000 ��930，000 

特別費用計（9） 涛3��3���� 涛3��3����

特別増減差額（10）＝（8）－（9） �18，810 祷�3����3田r�△9，063，157 

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） 剴�H�3#�h�3#sb�△13，051，176 �#x�3#cx�3CS"�

繰 嘩 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢����(�333(�3sSr�125，383，933 ��#�8�3�S��3�sb�当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） �126，549，033 ���(�333(�3sSr�14，216，276 

基本金取崩額（14） � �� 
活 動 増 減 差 額 の 部 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ��xｾ�靖_hｧｨ���X�｢��� ��

その他の積立金積立額（16） � �� 

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） �126，549，033 ���(�333(�3sSr�14，216，276 



第三号第一様式

（単位：円）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部 劔負債の部 

当年度末 ����7永b�増減 ��当年度末 ����7永b�増減 

流動資産 �#SX�3イX�3鼎��243，148，919 ��(�3c度�3�3��流動負債 塔��3#S8�3#CB�81，868，687 ��#��3c�X�3CC2�

現金預金 ��3x�333��3�c��112，005，150 �#X�33#X�3����事業未払金 �#��3S#(�33C��22，407，832 ��#ャX�3Cィ�

事業未収金 ���h�3�3H�3��R�129，631，766 ��#�(�3s塗�3田��1年以内返済予定設備資金借入金 �38�3�S��3����33，050，000 ���

貯蔵品 �3h�3�3B�42，007 ��#X�3�s2�預り金 滴�3�ィ�8，168 ��#H�3�ィ�

給食用材料 田#��3cィ�372，684 �#C��3����職員預り金 �(�3##8�3��"�2，154，687 田��3�#R�

立替金 �#�h�3c���366，082 ��#�S��3CcB�賞与引当金 �#8�3CS8�3����24，248，000 ��#s店�3����

前払費用 塔�h�3sCr�����750，040 田h�3s�r�

徴収不能引当金 凵｢18，810 ����3����

固定資産 ���3��H�3��x�3csR�1，161，736，091 ��#Sx�3s#��3C�b�固定負債 �3ヨ�3ゴh�3S#b�417，748，726 ��##��3ン(�3#���

基本財産 ���3�#��3�#(�3����1，085，565，081 ��#Sx�3SC(�3����設備資金借入金 退職給付引当金 �3S��3338�3����3X�3c3��3S#b�384，383，000 31，485，726 ��#38�3�S��3����H�3�S(�3����

建物 ���3����3�#(�3����940，672，481 都x�33C��3s���

建物附属設備 ���134，892，600 ��#�3H�3ン(�3c���長期預り金 ���3ャX�3����1，880，000 店�3����

定期預金 ����3����3����10，000，000 ���負債の部合計 鼎c��3����3ss��499，617，413 ��#3��3S�x�3cC2�

その他の固定資産 都X�3塔X�3C釘�76，171，010 ��#�ス�3S�b�純資産の部 

構築物 �#h�3�3��3�sr�27，839，411 ��#��3����3#3B�基本金 ���(�3��(�3����192，002，000 ���

車柄運搬具 塗�3ン(�33s��7，207，795 ��#3�X�3C�r�第1号基本金 ���(�3��(�3����192，002，000 ���

器具及び備品 店�33ch�3cS2�7，595，488 ��#(�3##��3�3R�国庫補助金等特別積立金 鉄s(�3��(�3�#��600，932，840 ��##��3sC��3����

投資有価証券 鉄(�3����52，000 ���次期繰越活動増減差額 ��#h�3SC��3�32�112，332，757 ��H�3#�h�3#sb�

退職給付引当資産 �3X�3c3��3S#b�31，485，726 滴�3�S(�3����（うち当期活動増減差額） ��H�3#�h�3#sb�△13，051，176 �#x�3#cx�3CS"�

長期預り金積立資産 ���3ャX�3����1，880，000 店�3����

その他の固定資産 ��#��3sc��110，590 ����3�s��純資産の部合計 塔���3sC8�3ゴB�905，267，597 ��#�H�3S#8�3sC2�

資産の部合計 ���33S��3ゴ8�3c#B�1，404，885，010 ��#CX�3�3��33ッ�負債及び純資産の部合計 ���33S��3ゴ8�3c#B�1，404，885，010 ��#CX�3�3��33ッ�



第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

勘定科目 劍+8+H,�-ﾘ���姉川の里 �8h6ｨ6(6xﾅ�<�wｲ�合計 �>�YH竧処��ｸ��事業区分合計 �� �� ��

事 業 活 動 假ｲ�?ﾂ�介護保険事業収入 経常経費寄附金収入 �3sH�3sSX�33�r������3����253，916，086 ��ド�3#3��3#cb�814，902，669 　90，000 ��814，902，669 　90，000 �� �� ��

受取利息配当金収入 その他の収入 ����3�C����3C38�3�#r�785，440 �33��3�S��10，049 2，550，417 �10，049 2，550，417 

事業活動収入計（1） �3sh�3#��3#�2�254，701，526 ��ド�3Sc(�33�b�817，553，135 ��817，553，135 �� �� ��

支 出 ��ﾈﾈ��因��246，181，189 �����3鼎X�3�#��102，538，294 鉄#��3ccH�3c�B� 鉄#��3ccH�3c�B� �� �� 

に 剋幕ﾆ費支出 鉄��3S�(�3田��35，472，024 �#X�3S#��3�3��120，585，124 �120，585，124 

よ る 剋末ｱ費支出 鉄X�3S���3#�2�30，087，960 �#8�3ンH�3s#��109，490，963 �109，490，963 

収 支 剽�p者負担軽減額 支払利息支出 鼎cH�3������3#�(�3#C��2，405，355 �#ch�3SSR���3ccX�3Sモ�730，556 5，273，183 �730，556 5，273，183 

その他の支出 塔S(�3CS��604，046 ����3都R�1，467，479 �1，467，479 

事業活動支出計（2） �3c8�3����3�3"�249，514，506 ��S8�3ンh�3#s��767，211，909 ��767，211，909 �� �� ��

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） �12，488，161 店�3�ベ�3�#��32，666，045 鉄��33C��3##b� 鉄��33C��3##b� �� �� 

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ�施設整備等補助金収入 涛3��3���� ��930，000 ��930，000 �� �� ��

施設整備等収入計（4） 涛3��3���� ��930，000 ��930，000 �� �� ��

支 出 ��ﾙOX��ｾ�妺?ﾈｾ�ﾋ8ｾ��ｭ(辷��ﾌY.磯�蝌靖;韈因��10，880，000 1，409，243 ��H�3c#(�3����7，548，000 �38�3�S��3������3C���3#C2� �38�3�S��3������3C���3#C2� �� �� 

施設整備等支出計（5） ��(�3#��3#C2�14，622，000 度�3SC��3����34，459，243 ��34，459，243 �� �� ��

施設整備等資金収支差額（6）＝（4卜（5） 凵｢11，359，243 ��#�H�3c#(�3����△7，548，000 ��#38�3S#��3#C2� ��#38�3S#��3#C2� �� �� 

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 l支 假ｲ�?ﾂ�積立資産取崩収入 その他の活動による収入 ���3C�x�3s���##��3����1，045，900 200，000 ��2，453，600 420，000 ��2，453，600 420，000 �� �� ��

その他の活動収入計（7） ���3c#x�3s���1，245，900 ��2，873，600 ��2，873，600 �� �� ��

支 出 ���x��蝌辷��ﾂ�+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈｨ�:�,�.h.倡因��3，155，240 215，000 ���3ンh�3����#���3����968，680 塗�3����3�#��C�X�3���� 塗�3����3�#��C�X�3���� �� �� 

その他の活動支出計（8） �8�33s��3#C��2，096，000 涛c��3c���6，434，920 ��6，434，920 �� �� ��

その他の活動資金収支差額（9）＝（7ト（8） 凵｢1，742，．540 ��#ゴ��3����△968，680 ��#8�3Sc��33#�� ��#8�3Sc��33#�� �� �� 

当期資金収支差額合計（10）＝（3）十（6）十（9） 劍�#c�8�3c#"�△10，285，080 �#H�3�C��33cR�13，250，663 ��13，250，663 �� �� ��

前期末支払資金残高（11） 125，071，166

当期末支払資金残高（10）＋（11）　　　　　　　　　　　　　　1　　124，457，544



社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

第二号第三様式

勘定科目 劍+8+H,�-ﾘ���姉川の里 �8h6ｨ6(6xﾅ�<�wｲ�合計 �>�YH竧処��ｸ��事業区分合計 �� �� ���%�肩�h苓�｢�

サ 】 ビ ス 假ｲ�傭�介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 �3sH�3sSX�33�r����3����ScH�3C���253，916，086 381，462 ��ド�3#3��3#cb�814，902，669 90，000 945，952 ��814，902，669 90，000 945，952 �� �� ��

サービス活動収益計（1） �3sX�3C���3��r�254，297，548 ��ド�3#3��3#cb�815，938，621 ��815，938，621 �� �� ��

費 用 ��ﾈﾈ���246，912，219 ���(�3c���3c�2�103，773，974 鉄38�33sh�3ピb� 鉄38�33sh�3ピb� �� �� 

活 剋幕ﾆ費 事務費 鉄��3C#h�3田��35，390，024 �#X�3S#��3�3��120，337，124 �120，337，124 

動 土曽 剴SX�3S���3#�2�30，087，960 �#8�3ンH�3s#��109，490，963 �109，490，963 

蒜 の 剽�p者負担軽減額 減価償却費 鼎cH�3����#��3#sx�3�C��22，847，488 �#ch�3SSR��(�3�s��3�#2�730】556 63，295，459 �730，556 63，295，459 

部 剄糟ﾉ補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 ��#���3塔��3cCR���ScH�3C���△4，814，998 　381，462 ��#X�3ピH�33sb�△29，670，019 　945，952 凵｢29，670，019 　945，952 

サービス活動費用計（2） �3s(�3�s(�33Sr�266，582，619 ��S��3sS��3�3R�798，506，911 ��798，506，911 �� �� ��

サービス活動増減差額（3）＝（1卜（2） �3，237，450 ��#�(�3#ス�3�s��26，479，331 ��x�3C3��3s��� ��x�3C3��3s��� �� �� 

サ l ビ ス 活 動 假ｲ�傭�受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 ����3�C����3C38�3�#r�785，440 �33��3�S��10，049 2，550，417 ��10，049 2，550，417 �� �� ��

サービス活動外収益計（4） ���3CC8�3都b�785，440 �33��3�S��2，560，466 ��2，560，466 �� �� ��

費 用 倡瓜Yy��r�1，202，240 �(�3C�X�33SR�1，665，588 店�3#s8�3��2� 店�3#s8�3��2� �� �� 

外 増 減 の 部 凾ｻの他のサービス活動外費用 �#ベ�3田��222，584 ����3都R�521，527 �521，527 

サービス活動外費用計（5） ���3C���3#���2，627，939 ���3csh�3Sc2�5，794，710 ��5，794，710 �� �� ��

サービス活動外増減差額（6）＝（4卜（5） 凵｢46，232 ��#��3イ(�3C湯�△1，345，513 ��#8�3#3H�3#CB� ��#8�3#3H�3#CB� �� �� 

経常増減差額（7）＝（3）＋（6） 剴8�3����3#���△14，127，570 �#X�3�38�3����14，197，466 ��14，197，466 �� �� ��

特 別 假ｲ�傭�施設整備等補助金収益 その他の特別収益 涛3��3�������3���� ��930，000 18，810 ��930，000 18，810 �� �� ��

特別収益計（8） 涛C��3���� ��948，810 ��948，810 �� �� ��

増 減 の 部 儂��w��国庫補助金等特別積立金積立額 　特別費用計（9） 涛3��3���� ��930，000 ��930，000 �� �� ��

930，000 �� 涛3��3���� 涛3��3���� �� �� 

特別増減差額（10）＝（8ト（9） �18，810 �� ����3���� ����3���� �� �� 

当期活動増減差額（11）＝（7〉十（10） 剴8�3#���3�#��△14，127，570 �#X�3�38�3����14，216，276 ��14，216，276 �� �� ��

繰 越 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢��3x�3S�X�3�3��6，538，918 田��3#ヨ�3����112，332，757 ��112，332，757 �� �� ��当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） �40，715，067 ��#x�3Sヨ�3cS"�93，422，618 ��#h�3SC��3�32� ��#h�3SC��3�32� �� �� 

基本金取崩額（14） � �� �� �� �� �� 
活 動 増 減 差 額 の 部 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ��xｾ�靖_hｧｨ���X�｢��� �� �� �� �� ��

その他の積立金積立額（16） � �� �� �� �� �� 

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）十（14）十（15）－（16） �40，715，067 ��#x�3Sヨ�3cS"�93，422，618 ��#h�3SC��3�32� ��#h�3SC��3�32� �� �� 



第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

勘定科目 �+8+H,�-ﾘ���姉川の里 �8h6ｨ6(6xﾅ�<�wｲ�合計 �>�YH竧処��ｸ��事業区分合計 �� �� ��

流動資産 �#SH�3s祷�3sS��12，892，613 涛H�33c��3s3��362，061，ユ02 ��#��h�3#�X�3�S2�255，845，949 �� �� ��

現金預金 ��3x�3#s��3�S��51，002 ���137，330，161 ��#��h�3#�X�3�S2�137，330，161 �� �� ��

事業未収金 ���h�3�3H�3��R�0 �116，834，805 �116，834，805 

貯蔵品 �#��3ピb�8，058 �36，934 �36，934 

給食用材料 �3sh�3����243，874 塗�3scB�620，684 �620，684 

立替金 ��滴�333B�5，520 �206，618 �206，618 

前払費用 塔X�3scr�����727，320 �8ﾈ緘��816，747 �816，747 　0 

拠点区分間貸付金 �11，856，839 涛H�33S��33�B�106，215，153 

固定資産 田���3cド�3sッ�307，421，521 ���8�3S#��3ssB�1，109I630，081 ��#X�3c#(�3C�b�1，104，007，675 �� �� ��

基本財産 鉄sH�3sS��3�CB�272，445，724 �������3��x�3C�2�1，028，022，181 ��1，028，022，181 �� �� ��

建物 定期預金 鉄cH�3sS��3�CB����3����3����272，445，724 �����3��x�3C�2�1，018，022，181 10，000，000 ��1，018，022，181 10，000，000 �� �� ��

その他の固定資産 �38�3�#x�3sC"�34，975，797 ��(�3s�H�33c��81，607，900 ��#X�3c#(�3C�b�75，985，494 �� �� ��

構築物 店�3ツh�3sc��17，801，782 �(�33c��3c#r���3##H�3ャB�26，030，177 ��#X�3c#(�3C�b�26，030，177 �� �� ��

車輌運搬具 �(�3都X�3#3��3，917，148 �6，892，378 �6，892，378 

器具及び備品 鼎滴�3�3B�3，646，835 �5，366，653 �5，366，653 

投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 鉄(�3������3ツ��3c�"�1，880，362 ���3ャ��33c"�52，000 5，622，406 �52，000 　0 

退職給付引当資産 �#��3c�(�3s3��6，708，300 度�3#3x�3Cモ�35，638，526 �35，638，526 

長期預り金積立資産 塔sX�3����1，010，000 �1，885，000 �1，885，000 

その他の固定資産 �����33���11，370 �120，760 �120，760 

資産の部合計 塔c8�3Cド�3S3r�320，31も134 �#ベ�3ン��3S�"�1，471，691，183 ��#����3�3x�3SS��1，359，853，624 �� �� ��

流動負債 ��S��33s��33途�23，335，000 ����3sc(�3����186，468，397 ��#��h�3#�X�3�S2�80，253，244 �� �� ��

事業未払金 �#��3S#(�33C��0 ���21，522，348 ��#��h�3#�X�3�S2�21，522，348 �� �� ��

1年以内返済予定設備資金借入金 ����3ャ��3����14，622，000 度�3SC��3��������H�3#�H�3����33，050，000 �33，050，000 

預り金 職員預り金 滴�3�ィ�　0 　0 　0 8，713，000 �4，084 �4，084 

2，223，812 剴(�3##8�3��"��(�3##8�3��"�����#8�3CS8�3����

拠点区分間借入金 ���h�3#�X�3�S2��106，215，153 

賞与引当金 ����3S#h�3�����23，453，000 

固定負債 都��3イ��3����214，049，982 �����3S���3ゴ��394，478，932 ��#X�3c#(�3C�b�388，856，526 �� �� ��

設備資金借入金 鉄H�3C���3����204，470，000 涛(�3Cc8�3����351，333，000 ��#X�3c#(�3C�b�351，333，000 �� �� ��

拠点区分間長期借入金 ���3ャ��33c"�1，861，682 ���3ャ��33c"�5，622，406 �0 

退職給付引当金 �#��3c�(�3s3��6，708，300 度�3#3x�3Cモ�35，638，526 �35，638，526 

長期預り金 塔sX�3����1，010，000 �1，885，000 �1，885，000 

負債の部合計 �#3��3#���3C途�237，384，982 ���8�33C(�3ゴ��580，947，329 ��#����3�3x�3SS��469，109，770 �� �� ��

基本金 第1号基本金 国庫補助金等特別積立金 ���(�3��(�3������(�3��(�3����C���3SC��3都2�90，517，804 塔��3�#X�3�CB�192，002，（）00 192，002，000 572，192，日21 ��192，002，000 192，002，000 572，192，821 �� �� ��

次期繰越活動増減差額 鼎��3s�X�3�cr�△7，588，652 涛8�3C#(�3c���126，549，033 �126，549，033 

（うち当期活動増減差額） �8�3#���3�#��△14，127，570 �#X�3�38�3����14，216，276 �14，216，276 

純資産の都合計 田38�3#cx�3�C��82，929，152 ��sH�3SCx�3cc"�890，743，854 ��890，743，854 �� �� ��

負債及び純資産の部合計 塔c8�3Cド�3S3r�320，314，134 �#ベ�3ン��3S�"�1，471，691，L83 ��#����3�3x�3SS��1，359，853，624 �� �� ��



別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

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、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエアー定額法

（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金一一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金　　一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

5．法人が作成する計算書短と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、拠点となる公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点となる公益事業を実施していないため作成していない。
（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、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。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　さざなみ苑拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「特別養護老人ホームさざなみ苑」
「さざなみ苑ショートステイ」
「さざなみ苑デイサービスセンター」
「グループホームさざなみ苑」
「さざなみ苑居宅介護支援センター」

イ　姉川の里拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム姉川の里」
「ケアセンター姉川の里」
「グループホーム姉川の里」

オ　ユニット型特養拠点（社会福祉事業）
「ユニット型特養」

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） 
基本財産の種板 ���ｩih�8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

建物 涛C��3cs(�3C���134，892，600 鉄x�3SC(�3����1，018，022，181 

建物附属設備 ��3H�ﾃン(�3c���0 ��3H�3ン(�3c���0 

定期預金 ����3����3����0 ���10，000，000 

合計 ���3�ス�3ScX�3����134，892．600 ���(�3C3X�3S���1，028，022，181 

※建物附属設備について、建物へ科目変更したため、上記と基本財産及びその他の固定資産の明細書 
及び固定資産管理台帳は一致していない。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）
計

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとお
設備資金借入金（さざなみ苑・1年以内返済予定額を含む）

設備資金借入金（姉川の里・1年以内返済予定額を含む）

設備資金借入金（姉川の里・1年以内返済予定額を含む）

設備煮金借入金（ユニット型特養・1年以内返済予定額を含む）

計　　　‾　　　　　　　　　　　　　一一一一

一一　1，018－022・181円

1，018，022，181円

りである。
65，280，000円

166，572，000円

52．520，000円

100，011，000円

384，383，000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
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 侏������}ﾘﾇhｧ｢�当期末残高 

基本財産 �� ��

建物 ���3cC(�3sド�3�#r�624，764646 ��������##����

小計 ���3cC(�3sド�3�#r�624，764646 ��������##����

その他の固定資産 �� ��

構築物 鼎H�33s8�333��18，343，161 �#h�3�3��3�sr�

車柄運搬具 �3H�3�s(�3Csb�27．180，098 塗�3ン(�33s��

器具及び備品 鉄X�3sSX�3����50，388，358 店�33ch�3cS2�

ソフトウェア 田3��3�S��631，050 ���

小計 ��3H�3�3��3ピR�96，542667 �3���#���#���

合計 ���3ssx�3iz｣s�"�721，307，313 ���3�Sh�33���33ヲ�

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

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

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

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



別紙4

財　産　目　録

平成29年3月　31日現在

貸借対照表科目 ��ｨ��YZ嬰ﾉ9��取得年度 俶yw�mｩ4�9��取得価額 侏��霍�}ﾘﾇhｧ｢�（単位：円） 貸借対照表価額 

Ⅰ資産の部 

1流動賓産 

現金預金 現金 傅ﾈﾏｸﾋｸｾ�� ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B� ��152．480 

普通預金 �+yVﾉ�ﾙw�ｾ�ﾜ�gｹ5�8ｼiYI�ﾂ���5ﾘ��ｾ�,h+X,B��66．510，750 

定期預金 �+yVﾉ�ﾙw�ｾ�ﾌ冏ｹ5�8ｼiYI�ﾂ���5ﾘ��ｾ�,h+X,B��24．016．931 

積立預金 事業未収金 �+yVﾉ�ﾙw�ｾ�ﾌ冏ｹ5�8ｼiYI�ﾂ���5ﾘ��ｾ�,h+X,B��46．650，000 

小計 劔��

さざなみ苑、姉川の里、ユニ小型培養 ��国保連、利用者請求分 �� ��

貯蔵品 �+8+H,�-ﾘ����踵�ﾈ,ﾉz"���稲�9hｯｩih�8ﾘ"��36．934 

給食用材料 �+8+H,�-ﾘ����踵�ﾈ,ﾉz"�儖��ﾙ��9hｯｩih�8ﾘ"��620．6‡4 

立替金 �+8+H,�-ﾘ���凉駅��(���X什Z｢��206，618 

前払費用 �+8+H,�-ﾘ����踵�ﾈ,ﾉeﾘ��8h6ｨ6(6xﾅ�<�wｲ�買#僖�7�鞏�]ｸﾊ�9��冏16，747 

流動資産合計 劔� 

2　固定資産 

（1）基本財産 

建物 定期預金 ���+8+H,�-ﾘ��ｹ)5��｢���棹ﾊyThﾚｨ�8��*ﾉ?�)ｩmｨ鬨ｶ�壹3�MI&����3�MI&�#(��:�ｨ鬨苓�ﾘ魑SiMI&�����+8+H,�-ﾘ����ﾘx��7ﾈ987h���Z�'X�｢�2002年度 倆�檠Y�8馼ｼh,仍�+X,H*(.�� �� 

滋賀県彦根市城町二丁目字義屋30番地、 30番地22、同所字円常等56番地l （車庫・倉庫） �#��)D�7��社会福祉事業に供している ����C#Cx�3����4．899．224 塗�33Cx�3ピr�

滋賀県彦根市城町二丁目字義屋30番地、 30番地22、同所字円常等56番地1 （ク’ルイホームさざなみ苑苑舎） �#��)D�7��社会福祉事業に供している 鉄(�CS#��3cヲ�25．145，941 ��

滋賀県彦根市城町二丁目字壷屋30番地、 30番地22、同所字円常寺56番地1 （ク■ループホームさざなみ苑苑舎19年増築） �#��yD�7��社会福祉事業に供している �#��CCch�CC釘�日．883．045 ��h�CY<�8�CCC��

小計 劔鉄cH�CsS��C�CB�

（姉川の里拠点） 滋賀県長浜市大井町字竹ケ鼻973番地1 同所973番地2、字八幡立94g番地 （ケアセンター姉川の里、ク◆Jト7°ホーム姉川の里苑舎） �#��ﾘiD�7��社会福祉事業に供している ��72，739．584 都��3��(�3��R�

滋賀県長浜市大井町字竹ケ鼻973番地l 同所973番地2、字八幡立948番地 （特養姉Jllの里苑舎） �#��)D�7��社会福祉事業に供している ��45，180，105 ��

小計 劔��

（ユニット型特養拠点） 滋賀県彦根市城町二丁巨】字義屋30番地、 30番地22、同所字円常寺56番地1 �#���D�7��社会福祉事業に供している ��74．608．154 ��

小計 劔���塔�x�CC�2�

長浜信用金庫本店営業部　　　　　　　　ト　　l社会福祉事業に供している　　　　ト　　　　　　　ト 劔����3����C����

基本財産合計 劔� 

（2）その他の固定資産 

構築物 處陋ｸ郢�ﾙ�ﾂ� 倆�檠Y�8馼ｼh,仍�+X,H*(.��44，373，338 ��ｨ�33C8�C�c��26．030，177 

車輌運搬具 �?ｨ蝎X�,ｨ齷:竟Cy�H��5�5��h4ﾈﾇ俾�:竟C9�B�6x��5餽�,ｨ齷:竟C)�H��7ｨ985�俾�:竟C��B�凉駅��)�xﾇﾒ�34，072．476 �#x�Iw�Js�唐�6．892．37g 

器具及び備品 凉駅��(8(,8486(6��ﾂ�倆�檠Y�8馼ｼh,仍�+X,H*(.��55，755．011 鉄��39j���33S��5．366．653 

ソフトウェア �5�4�7ﾘ6ﾈ5h��8�986x辷�5h5�6X8��ﾂ�倆�檠Y�8馼ｼh,仍�+X,H*(.��631，050 田3��C�S��0 

投資有価証券 �+yVﾉ�ﾙw�ｾ�ﾌ����hｨ絢i:��xﾘx5(48��Mb�偬��ｾ���52．000 

退職給付引当安産 �ｩLｨﾞ�&9d��ﾈ��棹ﾊyj�HｺHﾜ��ﾈｾ������XｸｹWH初9hｾ�,��陌�+X,H*(.���35，63 鉄#b�

長期預り金積立資産 �4�8ｸ�ｸ7h7ｨ�ｸ8�W霎���4��ｴｨ6sx�ｸ7ｨ�ｸ8�y駅��)W霎���1．88 ��C����

その他の固定資産 倆IHｩi�5�8ｸ怩�倆�檠Y�8馼ｼh,仍�+X,H*(.���120 都c��

その他の固定螢蕊合計 劔�75．98 鼎釘�

固定翼産合計 劔� 

資産合計 劔�1．359，853，624 

Ⅱ　負債の部 

1流動負債 

事業未払金 �8ﾈ饂ｨｸｹ�胃驅���ﾂ� �� ��21，522，348 

1年以内返済予定設備黄金借入金 預り金 兀�8�9|8ｴ�ﾕﾉ]Hﾜ�｢���┴齎ﾋ��(�;��R�劔33．050 �����

職員預り金 仍��(�;��X���j��X��j�HｺHﾜ���劔　4 2，223 ��ィ���"�

賞与引当金 ��ﾉu闖�9hｾ��劔23，453 �����

流動負債合計 劔�80，253 �#CB�

2　国定免償 

設備資金倍入金 兀�8�9|8ｴ�ﾕﾉ]Hﾜ�｢� �� �� 

退職給付引当金 ����XｸｹWH初9hｾ��劔35．638 鉄#b�

長期預り金 �4��ｸ�ｨ6sx�ｸ7ｨ�ｸ8�W霎��劔1．885 �����

固定負債合計 劔� 

免償合計 劔�469，109，770 

差引純資産 劔�890．743，854 



さざなみ苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰����ｨ�ﾈ��(�｢�備考 

事 業 活 動 に よ 假ｲ�?ﾂ�介護保険事業収入 �3s��3田x�3����374，755，317 ��#(�3sヨ�33�r�積算誤り 

施設介護料収入 ��CX�3C�8�3����148，474，820 ��#(�3塔��3�#��

介護報酬収入 ��3��3S�X�3����133，399，981 ��#(�3ャH�3塔��

利用者負担金収入（公費） 都���3����734，759 ��#�X�3sS��

利用者負担金収入（一般） ��H�3#S��3����14，340，080 ��#���3����

居宅介護料収入 �����3c#H�3����118，160，513 鼎c8�3Cビ�

（介護報酬収入） ���X�3ンH�3����105，433，469 鼎c��3S3��

介護報酬収入 ���H�3#3H�3����103，831，651 鼎�(�33C��

介護予防報酬収入 ���3cc��3����1，601，818 鉄��3��"�

（利用者負担金収入） ��(�3s3��3����12，727，044 �(�3鉄b�

介護負担金収入（公費） 田c��3����656，978 滴�3�#"�

介護負担金収入（一般） ����3ャ8�3����11，893，597 ��#���3S途�

介護予防負担金収入（一般） ��ド�3����176，469 祷�3S3��

地域密着型介護料収入 �3��3#3��3����30，251，900 ��#�8�3����

（介護報酬収入） �#h�3ツ8�3����26，876，531 ��#�8�3S3��

介護報酬収入 �#h�3ツ8�3����26，876，531 ��#�8�3S3��

（利用者負担金収入） �8�33sX�3����3，375，369 ��#3c��

介護負担金収入（一般） �8�33sX�3����3，375，369 ��#3c��

居宅介護支援介護料収入 嶋�3cs��3����8，732，348 ��#c(�33C��

居宅介護支援介護料収入 嶋�3cs��3����8，732，348 ��#c(�33C��

介護予防・日常生活支援総合事業収入 田sx�3����678，300 ��#��33���

事業費収入 田c��3����669，970 ��#都��

事業負担金収入（一般） 嶋�3����8，330 ��#33��

利用者等利用料収入 田x�3C���3����67，604，806 ��#�#H�3��b�

食費収入（公費） ��(�3#CX�3����12，278，171 ��#38�3�s��

食費収入（一般） �#H�3ツ��3����24，873，615 ��#�(�3c�R�

居住費収入（公費） 度�3CcH�3����7，451，980 ��(�3�#��

居住費収入（一般） �#��3#s��3����20，301，713 ��#3��3s�2�

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 �����3����121800 ��##����

る 収 支 凾ｻの他の利用料収入 �(�3S#��3����J 2，577，527 白��#Sx�3S#r�

その他の事業収入 都ス�3����852，630 ��#cx�3c3��

補助金事業収入 都�8�3����849，930 ��#ch�3�3��

受託事業収入 �(�3����2，700 ��#s���

経常経費寄附金収入 鼎��3����90，000 ��#S��3����

受取利息配当金収入 ��H�3����10，049 �8�3鉄��

その他の収入 ���3#Sx�3����1，433，927 ��#�sh�3�#r�

受入研修費収入 涛h�3����133，000 ��#3x�3����

利用者等外給食費収入 都���3����709，700 ��#s���

雑収入 鼎S(�3����591，227 ��#�3��3##r�

雑収入 鼎S(�3����591，227 ��#�3��3##r�

事業活動収入計（1） �3s8�3#s��3����376，289，293 ��#8�3����3#�2� 

支 出 ��ﾈﾈ��因��249，823，000 �#Ch�3����3�ヲ�3，641，811 ���ｨﾎｸ.��

役員報酬支出 �#Sh�3����232，000 �#H�3����

職員給料支出 ��cH�33S��3����166，314，110 ��#��3田H�3����

職員賞与支出 �38�3c���3����34，005，603 ��#C�Sc�2�

非常勤職員給与支出 ��h�3sSx�3����11，632，950 ���X�3�#H�3�S��積算誤り 

派遣職員費支出 �(�33�H�3����2，202，234 ����scb�

退職給付支出 鼎�8�3����1，119，910 ����"��#c#h�3����退職処理 

法定福利費支出 �3(�3�c8�3����30，674，382 ���33ヨ�3c���積算誤り 

事業費支出 鉄��3s���3����59，592，961 ��嶋�3�3��

給食費支出 �#H�3C�8�3����24，314，484 ��c��3S�b�

介護用品費支出 滴�3Cs(�3����4，405，746 田h�3#SB�

保健衛生費支出 ���3c���3����1，536，681 都H�33���

被服費支出 �(�3�#��3����2，136，037 ��#��3�3r�

教養娯楽費支出 ���3CC��3����1，341，842 涛��3�S��

日用品費支出 都8�3����77，889 ��#H�3ャ��



さざなみ苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰���6x��(�｢�備考 

事 業 活 動 に よ る 収 支 倡����水道光熱費支出 ��h�3Sォ�3����16，677，271 ��#�8�3#s��退職処理 

燃料費支出 ���3cc(�3����1，637，546 �#H�3CSB�

消耗器具備品費支出 �(�3S���3����2，509，871 都��3�#��

保険料支出 �#��3����17，795 �(�3#�R�

賃借料支出 �(�3S�(�3����2，560，665 �3��333R�

車柄費支出 ���3cs��3����1，960，514 ��##���3S�B�

雑支出 鼎cx�3����416，620 鉄��33���

事務費支出 鉄X�3���3����55，508，283 ��#C���3#�2�

福利厚生費支出 ���3ピH�3����1，909，537 ��#3X�3S3r�

旅費交通費支出 �3H�3����7，448 �#h�3SS"�

研修研究費支出 塔Cx�3����744，787 ���(�3#�2�

事務消耗品費支出 塔�8�3����940，531 ��#Sx�3S3��

印刷製本費支出 ��#��3����11も499 店�3S���

燃料費支出 �(�3����1，280 都#��

修繕費支出 店�3�C(�3����5，621，080 ��#Cs��3����

通信運搬費支出 涛�8�3����896，779 ��h�3##��

会議費支出 ��3��3����108，196 �#(�3��B�

広報費支出 �3SX�3����311，380 鼎8�3c#��

業務委託費支出 �3X�33sH�3����35，226，203 ��Cx�3s途�

給食委託費支出 ��8�3s塗�3����13，664，374 ��3��3c#b�

医事委託費支出 �8�3##h�3����3，305，760 ��#s��3sc��

清掃委託費支出 都#(�3����705，168 ��h�3�3"�

その他の委託費支出 ��x�3c3��3����17，550，901 都��3�湯�

手数料支出 涛�H�3����933，046 ��##��3�Cb�

保険料支出 ���3田h�3����2，025，551 ��#S��3SS��

賃借料支出 �(�3##X�3����2，208，672 ��h�33#��

土地・建物賃借料支出 �(�3��h�3����2，004，540 ���3Cc��

租税公課支出 涛X�3����114，427 ��#���3C#r�

保守料支出 ���333��3����1，347，424 ��#��3C#B�

渉外費支出 �3�h�3����313，512 ��#x�3S�"�

諸会費支出 �#3(�3����210，044 �#��3鉄b�

雑支出 �3C(�3����469，347 ��#�#x�33Cr�

雑支出 �3C(�3����469，347 ��#�#x�33Cr�

利用者負担軽減額 鼎c8�3����464，001 ��#��3����

支払利息支出 ���3#�H�3����1，202，240 ���3sc��

その他の支出 �3���3����852，458 ��#SS(�3CS��

その他の支出 �564490 ��#ScCC���

利用者等外給食費支出 �#祷�3����， 287，968 箸����3�3"�

雑支出 ���3�������3����

雑支出 ���3�������3����

事業活動支出計（2） �3ch�3cs��3����363，801，132 �(�3ツ��3ツ�� 

事業活動資金収支差額（3）＝（1ト（2） �6，608，000 ��(�3Cヨ�3�c��△5，880，161 ��

施 設 整 備 等 に 假ｲ�?ﾂ�施設整備等補助金収入 涛3��3����930，000 ����� 
施設整備等補助金収入 涛3��3����930，000 

施設整備等収入計（4） 涛3��3����930，000 ��� 

支 出 ��ﾙOX��ｾ�妺?ﾈｾ�ﾋ8ｾ��ｭ(辷��10，882，000 ����3ャ��3����2，000 ��
よ 剏ﾅ定資産取得支出 ���3C���3�s2�1，409，243 塔3����

る 収 支 剋ﾔ輌運搬具取得支出 ���33祷�3�s2�1，399073 

その他の固定資産取得支出 ����3����I 10，170 塔3��

施設整備等支出計（5） ��(�3#�(�3�s2�12，289，243 �(�3�3�� 

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） 凵｢11，362，073 ��#���33S��3#C2�△2，830 ��

収 入 剞ﾏ立資産取崩収入 �#�X�3����1，407，700 ��#��3��(�3s���退職処理 
退職給付引当資産取崩収入 �1192700 ��#��3��(�3s���������

長期預り金積立資産取崩収入 �#�X�3����）▲ヽ′Lリ 215，000 



さざなみ苑拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰���6x��(�｢�備考 

そ 假ｲ�その他の活動による収入 �##��3����220，000 ����� 

の 他 の �?ﾂ�長期預り金収入 �##��3����220，000 
その他の活動収入計（7） 鼎3X�3����1，627，700 ��#��3��(�3s��� 

支 ���x��蝌辷��3，191，000 �8�3�SX�3#C��35，760 ��

活 動 剔ﾞ職給付引当資産支出 �(�3都��3����2，935，240 �3X�3sc������

に 剪ｷ期預り金積立資産支出 �##��3����220000 

よ 偬��その他の活動による支出 �#�X�3����215，000 ���

る 収 支 剪ｷ期預り金返還支出 �#�X�3����215，000 ���

その他の活動支出計（8〉 �8�3C�h�3����3，370，240 �3X�3sc�� 

その他の活動資金収支差額（9）＝（7〉－（8） 凵｢2，971，000 ��#��3sC(�3SC��△1228460 ��

予備費支出（10） 剴イH�3����－ �6���6��イH�3���� 

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） 劍�#��3Sc��3�s2�△613，622 ��#x�3鉄X�3CS�� 

前期末支払資金残高（12） 125，071，1吋 ��#X�3�s��3�cb�

116，502，0931 ��#H�3CSx�3SCC��△7，955，4511 当期末支払資金残高（11）＋（12）



さざなみ苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

第二号第四様式

（単位：円） 

勘定科目　　　　　　　　　　　　　　当年度決算（A） 劔前年度決算（B） ��ﾘﾋ�����ｨ�ﾈ��(�｢�

介護保険事業収益 �374，755，317 �3s��3S���3s3B�△3，764，417 

サ 1 ビ ス 活 動 増 減 の 部 ��施設介護料収益 ��C��3CsH�3�#��150，691，718 ��#(�3#�h�3ン��

収 益 �靜ﾉ_���傭�133，399，981 ��3h�33c(�3#ヲ�△2，962，308 

利用者負担金収益（公費） 都3H�3sS��296，194 鼎3��3ScR�

利用者負担金収益（一般） ��H�33C��3����14，033，235 �3�h�3イR�

居宅介護料収益 �����3�c��3S�2�123，702，035 ��#X�3SC��3S#"�

（介護報酬収益） ���X�3C38�3Cc��110，979，188 ��#X�3SCX�3s���

介護報酬収益 ���8�3�3��3cS��107，992，891 ��#H�3�c��3#C��

介護予防報酬収益 ���3c���3����2，986，297 ��#��33ォ�3Cs��

（利用者負担金収益） ��(�3s#x�3�CB�12，722，847 滴�3�途�

介護負担金収益（公費） 田Sh�3都��田Sc都��

介護負担金収益（一般） ����3ン8�3S途�12，388，929 ����"��#C店�333"�

介護予防負担金収益（一般） ��sh�3Cc��333，918 ��#�Sx�3CC��

地域密着型介護料収益 �3��3#S��3����30，241，866 ����3�3B�

（介護報酬収益） �#h�3ピh�3S3��26，978，813 ��#��(�3#�"�

介護報酬収益 �#h�3ピh�3S3��26，978，813 ��#��(�3#�"�

（利用者負担金収益） �8�33sX�33c��3，263，053 ���(�33�b�

介護負担金収益（一般） �8�33sX�33c��3，263，053 ���(�33�b�

居宅介護支援介護料収益 嶋�3s3(�33C��8，522，269 �#���3�s��

居宅介護支援介護料収益 嶋�3s3(�33C��8，522，269 64，966，646 �#���3�s��

介護予防・日常生活支援総合事業収益 田s��33���田s��33���

事業費収益 田c��3都��田c��3都��

事業負担金収益（一般） 嶋�333��嶋�333��

利用者等利用料収益 田x�3c�H�3��b��(�3c3��3�c��

食費収益（公費） ��(�3#s��3�s��13，534，050 ��#��3#SX�3ピ��

食費収益（一般） �#H�3ピ8�3c�R�23，684，990 ���3�ヨ�3c#R�

居住費収益（公費） 度�3CS��3塔��6，610，490 塔C��3C���

居住費収益（一般） �#��33���3s�2�18，510，460 ���3s���3#S2�

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 ��#��3������#�����

その他の利用料収益 �(�3Ssx�3S#r�2，626，656 �4���#C��3�#��

その他の事業収益 塔S(�3c3��395，200 鼎Sx�3C3��

補助金事業収益 塔C��3�3��379，000 鼎s��3�3��

受託事業収益 �(�3s���16，200 ��#�8�3S���

経常経費寄附金収益 涛��3����170，000 ��#���3����

その他の収益 鉄cH�3C���998651 ��#C3C�c��

サービス活動収益計（1） �3sX�3C���3��r�　　〉 379688385 ���4���#C#sゴs��

費 用 剞l件費 �#Ch�3��(�3#���　I 264，123，915 ����"��#�x�3#���3c澱�

役員報酬 �#3(�3����797，000 ��#ScX�3����

職員給料 ��ch�33�H�3����173，085，906 ��#h�3ss��3s澱�

職員賞与 滴�3c���333b�28，098，271 ��##8�3C�x�3�3R�

賞与引当金繰入 �#��3�s��3#cr�12，102，000 ��h�3�sx�3#cr�

非常勤職員給与 ����3#�(�3鉄��12，656，036 ��#��3CS8�3�ッ�

派遣職員費 �(�3#�(�3#3B�3，117，243 ��#��X�3����

退職給付費用 �8�3C#h�3鼎��3，891，568 ��#CcH�3c#��

法定福利費 �3��3csH�33�"�30，375，891 �#嶋�3C���

事業費 鉄��3C#h�3田��60，292，999 ��#ツh�3�3��

給食費 �#H�3�C��3Cィ�24，216，996 ��#c��8ｯs"�

介護用品費 滴�3C�X�3sCb�4，747，261 ��#3C��3S�R�

保健衛生費 ���3S3h�3c���1，303，142 �#38�3S3��

被服費 �(�3�3h�3�3r�2，324，498 ��#�ヨ�3Cc��

教養娯楽費 ���33C��3イ"�1，195，792 ��Ch�3�S��

日用品費 都x�3ャ��137，690 ��#S��3����

水道光熱費 ��h�3csx�3#s��16，951，038 ��##s8�3scr�

燃料費 ���3c3x�3SCb�1，445，952 �����3S釘�

消耗器具備品費 �(�3S���3ピ��2，515，478 ��#X�3c�r�

保険料 ��x�3s迭�17，795 ���



第二号第四様式

（単位：円）

さざなみ苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

サ 1 儂��w��賃借料 �(�3Sc��3ccR�2，562，389 ��#��3s#B�

車輌費 ���3田��3S�B�2，374，968 ��#C�H�3CSB�

雑費 鼎�h�3c#��500，000 ��#�8�33���

事務費 鉄X�3S���3#�2�54，650，735 塔Sx�3SC��

福利厚生費 ���3����3S3r�2，405，039 ��#C店�3S�"�

旅費交通費 度�3CC��22，887 ��#�X�3C3��

研修研究費 都CH�3sビ�485，754 �#S��3�32�

事務消耗品費 涛C��3S3��1，020，350 ��#s��3����

印刷製本費 ���H�3C湯�172，383 1，877，745 ��#Sx�3ャB�

燃料費 ���3#������3#���

修繕費 店�3c#��3�����8�3sC8�333R�

通信運搬費 塔塗�3ss��893，216 �8�3Sc2�

会議費 �����3�澱�114，384 ��#h�3�モ�

広報費 �3���33���687，412 ��#3sh�3�3"�

業務委託費 �3X�3##h�3#�2�38，151，902 ��#(�3�#X�3c湯�

ビ ス 刹巨H委託費 ��8�3ccH�33sB�2，991，720 ��8�3ccH�33sB�
医事委託費 �8�33�X�3sc���3�H�3�C��

活 剞ｴ掃委託費 都�X�3�c��945，141 ��##3��3都2�

動 増 減 凾ｻの他の委託費 ��x�3SS��3����34，215，041 ��#�h�3ccH�3�C��

手数料 涛38�3�Cb�552，729 �3���33�r�

の 剳ﾛ険料 �(�3�#X�3SS��2，191，913 ��#�ch�33c"�

部 剪ﾀ借料 �(�3#���3cs"�2，215，193 ��#h�3S#��

土地・建物賃借料 �(�3��H�3SC��2，004，540 ���

租税公課 ���H�3C#r�119，950 ��#X�3S#2�

保守料 ���33Cx�3C#B�1，013，693 �338�3s3��

渉外費 �3�8�3S�"�123，844 ����3cc��

諸会費 �#���3�CB�204，851 店�3��2�

雑費 鼎c��33Cr�392，950 都h�33途�

雑費 鼎c��33Cr�392，950 都h�33途�

利用者負担軽減額 鼎cH�3����353，676 �����33#R�

減価償却費 �#��3#sx�3�C��28，145，940 ��3��3����

国庫補助金等特別積立金取崩額 ��#���3塔��3cCR�△18，903，146 ��#sx�3C湯�

その他の費用 鉄cH�3C���624，563 ��#c��3�s2�

その他の費用 鉄cH�3C���624，563 ��#c��3�s2�

サービス活動費用計（2） �3s(�3�s(�33Sr�389，288，682 ��#�x�3��h�33#R�

サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） �3，237，450 ��#��3c���3#途�1乙837，747 

サ 1 假ｲ�傭�受取利息配当金収益 ����3�C��22，079 ��#�(�3�3��

その他のサービス活動外収益 ���3C38�3�#r�1，708，262 ��##sH�333R�

受入研修費収益 ��38�3����152，500 ��#���3S���

利用者等外給食収益 都���3s���754，285 ��#CH�3Sコ�

ビ 剋G収益 鉄���3##r�801，477 ��##���3#S��

ス 活 動 外 剋G収益 鉄���3##r�801，477 ��##���3#S��

サービス活動外収益計（4） ���3CC8�3都b�1，730，341 ��##ド�33cR�

費 倡瓜Yy��r�1，202，240 ���33ベ�3#���△184，960 

増 凾ｻの他のサービス活動外費用 �#ベ�3田��316，396 ��##��3C#��

減 の 部 剽�p者等外給食費 �#ベ�3田��316，368 ��##��3C���

用 倅y�俯���#��△28 

雑損失 �28 ��##��

サービス活動外費用計（5） ���3C���3#���1，703，596 ��##�8�33モ�

サービス活動外増減差額（6）＝（4ト（5） 凵｢46，232 �#h�3sCR�△72，977 

経常増減差額（7）＝（3）＋（6） 剴8�3����3#���△9，573，552 ��(�3scH�3ss��

特 假ｲ�傭�施設整備等補助金収益 涛3��3����3，991，509 涛3��3����

別 増 減 剋{設整備等補助金収益 涛3��3����涛3��3����

その他の特別収益 ����3������#8�3都(�3c湯�

の 剪･収不能引当金戻入益 ����3����62，519 ��#C8�3s���

部 剔O期損益修正益 �3，928，990 ��#8�3�#��3涛��



第二号第四様式

（単位：円）

さざなみ苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

特 別 増 減 の 部 ��特別収益計（8） 涛C��3����3，991，509 ��#8�3�C(�3c湯�

費 用 俛�ﾌ竸(�ｾ�9�<�¥ｩ��xｾ���xｧ｢�930，000 ��930，000 

特別費用計（9） 涛3��3���� 涛3��3����

特別増減差額（10）＝（8）－（9） �18，810 �8�3涛��3S���△3，972，699 

当期活動増減差額（11）＝（7）十（10） 剴8�3#���3�#��△5，582，043 嶋�3s�(�3�s��

繰 越 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢��3x�3S�X�3�3��43，087，082 ��#X�3S�(�3�C2�当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） �40，715，067 �3x�3S�X�3�3��3，210，028 

基本金取崩額（14） � �� 
活 動 増 減 差 額 l表 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ��xｾ�靖_hｧｨ���X�｢��� ��

その他の積立金積立額（16） � �� 

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）十（15ト（16） �40，715，067 �3x�3S�X�3�3��3，210，028 



第三号第四様式

（単位：円）

さざなみ苑拠点区分　貸借対照表

平成29年3月31日現在

叢　　　　　立 劔負債の部 
資産の郡 当年度末 ����7永b�増減 ��b�当年度末 　397 ����7永b��3塔s�ss��増減 11499626 

流動資産 �� ��(�3cCh�3��B�#X�33Cx�33����#�(�3s塗�3田���#(�3CCR�lL 曝����������J　　　　I 曝�����������"�
254，799，751 ��(�｢�����3�3��3sc���#��3c3��3scb�3��33#���6ﾒ�馼ｼij)ZXｾ���D闌�>�]Hﾜ�ﾉ.��ﾙOX��ｾ�妺?ﾈｾ��v�.粟��21，522，348 10，880，000 4，084 �#(�3C�x�3�3"����3ャ��3������3�c��△885，484 　0 △4，084 69125 

現金預金 事業未収金 貯蔵品 ��3x�3#s��3�S����h�3�3H�3��R�#��3ピb�

給食用材料 立替金 前払費用 徴収不能引当金 �3sh�3�����滴�333B�ス�3scr���210，810 366，082 △18，810 ��ch�3�����#�s��3sC��ス�3scr����3����職員預り金 拠点区分間借入金 賞与引当金 萱喜　l �(�3##8�3��"���h�3#�X�3�S2����3S#h�3����sャC����ﾂ�2，154，687 92，319，084 12，102，000 88127830 ��｢��8�3ンh�3�c���#��3Ssh�3�����#�#s都3��

固定資産 ���� ��ｨ�����������"�〉　　　　　〉 綿����������
608，686，786 574，759，044l 田38�8�2�c���3#Cx�3鼎"�）） △26，488，898 △5，729，407 ��ﾙOX��ｾ�妺?ﾈｾ��ｹ)5�iZｨｭI+xｯｨ妺?ﾈｾ����H�"�54，400，000 1，880，362 2738 田X�3#���3������3ャ��33c"�#��都Cc��△10，880，000 　0 1595270 

基本財産 

建物 鉄cH�3sS��3�CB�������570，488，451 

建物附属設備 �20，759，491 　000 ��##��3sS��3C���������退職柘付引当金 長期預り金 �#��3c��2�ピX�3����】I 870，000 ��(�｢���X�3����

定期預金　　　　　　　　　　　　　　10，000，000 �10，000， 　06379 ���3##��33c2��#s�#��"�負債の部合計 �#3��3#���3C途�227，999，601 �(�3#���3ンb�

その他の固定資産 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 �38�3�#x�3sC"�32，7， 　8960 剌ヮ綜Yの部 
5，866，768 2，975，230 494，934 塗�3cX�2�(�3CC��3�湯�c�x�3鉄��　〉 526，131 △123，016 舒馮ｸｾ���c�ﾘhｮ馮ｸｾ��192，002，000 192，002，000 ���(�3��(�3������(�3��(�3����C�ツ��c���　0 　0 △18，050，645 3，210，028 8，792，071 

投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の固定資産 鉄(�3������3ツ��3c�"�#��3c�(�3s3��ピX�3��������33���52，000 1，861，682 20，097，468 870，000 99，220 �������3S店�3#s��X�3�������3�s��国庫補助金等特別積址金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 鼎���3SC��3都2�C��3s�X�3�cr�8�3#���3�#��）〉 37，505，039 △5，582，043 

純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 姪c38�3#cx�3�C��ﾃツ8�3Cド�3S3r�648，107，657 ��#�H�3イ��3c�r��#�#c#�s#��

資産の部合計 塔c8�3Cド�3S3r�876，107，258 ��#�(�3c#��3s#���876，107，258 ��｢�



別紙2
計算書類に対する注記（さざなみ苑拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品一定額法

（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金一一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金　一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

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）さざなみ苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3（⑫））

ア　法人本部

イ　特別養護老人ホームさざなみ苑
り　さざなみ苑ショートステイ
エ　さざなみ苑デイサービスセンター

オ　グループホームさざなみ苑
カ　さざなみ苑居宅介護支援センター

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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 ���ｩih�8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

建物 鉄s��3Cヨ�3CS��20，759，491 �#h�3Cヨ�3ン��564，759，044 

建物附属設備 �#��3sS��3C���0 �#��3sS��3C���0 

定期預金 ����3����3����0 ���10，000，000 

合計 田���3#Cx�3鼎"�20，759，491 鼎x�3#C��33ヲ�574，759，044 

※建物附属設備について、建物へ科目変更したため、上記と基本財産及びその他の固定資産の明細書 

及び固定資産管理台帳は一致していない。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）　　　　　　　　　＿＿
計

564，759，044円

564．759，044円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

諾傭船借入金（1年以内返済予定額を含む）　喜喜：……3：呂33冨65，280，000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

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 侏��霍�}ﾘﾇhｧ｢�当期末残高 

基本財産 �� ��

建物 涛塗�3涛X�3イr�432，236，803 鉄cH�CsS��3�CB�

小計 涛塗�3涛X�3イr�432，236，803 鉄h.�sS��3�CB�

その他の固定資産 �� ��

構築物 ��x�3scX�333��11，898－562 店�3ツh�3sc��

事柄運搬具 �#h�3�ォ�3��b�23，109，676 �(�3都X�3#3��

器具及び備品 �3x�33�8�3ピb�36，898，942 鼎滴�3�3B�

小計 塔��3#CH�3��"�71，907，180 祷�333h�3�3"�

合計 ���3�s��3#3��3鉄��504，143，983 鉄sH�3�店�3都b�

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

該当なし

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

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



第一号第四様式
ユニット型特養拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰����ｨ�ﾈ��(�｢�備考 

事 假ｲ�?ﾂ�介護保険事業収入 ��ド�33Cx�3����186，231，266 ���X�3s3B� 

施設介護料収入 ��3(�3鼎��3����133，071，977 ��#�#8�3都r�

介護報酬収入 �����3�#��3����119，147，367 ��#�#x�33cr�

利用者負担金収入（一般） ��8�3�#��3����13，924，610 �8�33���

利用者等利用料収入 鉄8�3#s��3����53，031，289 �#3��3s���

食費収入（公費） 度�3s3H�3����7，707，450 �#h�3SS��

食費収入（一般） ����3����3����11，903，730 度�3#s��

居住費収入（公費） 度�3鼎h�3����7，824，870 ��#��3�3��

居住費収入（一般） �#X�3CCh�3����25，361，150 塔H�3ゴ��

その他の利用料収入 �#3H�3����234，089 ��#ヲ�

その他の事業収入 ��#��3����128，000 ���

補助金事業収入 ��#��3����128，000 ���

その他の収入 �#���3����331，050 ��#C��3�S��

受入研修費収入 鉄x�3����93，000 ��#3h�3����

利用者等外給食費収入 �#��3����24，525 ��#8�3S#R�

雑収入 �#�(�3����213，525 ��#��3S#R�

雑収入 �#�(�3����213，525 ��#��3S#R�

事業活動収入計（1） ��ド�3c3x�3����186，562，316 都H�3cィ� 

支 出 ��ﾈﾈ��因��103，932，000 ���(�3S3��3#釘�1，393，706 ���ｨﾎｸ.��

職員給料支出 田��3Cs(�3����69，273，852 ��嶋�3�C��

職員賞与支出 ��H�3Ccx�3����14，529，029 ��#c(�3�#��

非常勤職員給与支出 滴�3Sォ�3����3，768，953 塔�X�3�Cr�

派遣職員費支出 �(�3�s8�3����2，172，851 ��C��

退職給付支出 ��s��3����178，800 �#���

法定福利費支出 ��8�3�Sx�3����12，614，809 鼎C(�3����

業 剋幕ﾆ費支出 �#X�3sch�3����25，520，139 �#CX�3ツ��

活 刹巨H費支出 ��(�3�#��3����12，084，856 �3h�3�CB�

動 に 刮諟�p品費支出 �(�3S�x�3����2，400，850 ���h�3�S��

よ 剳ﾛ健衛生費支出 田�8�3����650，099 鼎(�3����

る 剩﨑梍�x出 塔#��3����848，416 ��#���3C�b�

収 支 刹ｳ養娯楽費支出 鼎SH�3����423，578 �3��3C#"�

日用品費支出 鼎��3����37，123 �(�3ピr�

水道光熱費支出 塗�3c���3����6，662，847 ��#C8�3イr�

消耗器具備品費支出 ���33���3����1，208，446 涛��3SSB�

保険料支出 ����3����9，005 涛迭�

賃借料支出 涛���3����905，797 ��#H�3s途�

車輌費支出 塔(�3����89，122 ��#x�3�#"�

雑支出 �#���3����200，000 ���

事務費支出 �#8�3s店�3c���23，894，720 ��#祷�3�C��

福利厚生費支出 鉄S��3����588，411 ��#3x�3C���

研修研究費支出　－ �3#x�3����298，628 �#��33s"�

事務消耗品費支出 �#c��3����289，462 ��##��3Cc"�

印刷製本費支出 �3(�3����31，842 ��S��

修繕費支出 鼎C��3����589，456 ��#�C��3CSb�

通信運搬費支出 �#祷�3����304，211 ��#X�3#���

業務委託費支出 ��x�3�S��3c���17，107，152 鉄��3S#��

給食委託費支出 度�3sSh�3c���7，707，669 鼎��3����

医事委託費支出 �(�3c���3����2，599，240 都c��

清掃委託費支出 ���3scx�3����1，760，108 塗�3ン"�

その他の委託費支出 店�3�3X�3����5，040，135 ��#X�3�3R�

手数料支出 �(�33�8�3����2，390，708 �(�3#�"�

保険料支出 �3#��3����319，042 涛S��

賃借料支出 鉄��3����589，480 ��#C���

土地・建物賃借料支出 塔sh�3����875，546 鼎SB�

租税公課支出 ����3����15，673 �8�33#r�

保守料支出 �#3��3����215，660 ��H�33C��



ユニット型特養拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

第一号第四様式

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰���6x��(�｢�備考 

事 業 芳志 よ る 収 支 剌ﾂ外費支出 ���H�3����117，682 ��#8�3c�"� 
諸会費支出 ���(�3����97，376 滴�3c#B�

雑支出 田��3����64，391 滴�3c���

雑支出 田��3����64，391 滴�3c���

利用者負担軽減額 �3���3����266，555 鼎(�3CCR�

支払利息支出 ���3ccx�3����1，665，588 ���3C�"�

その他の支出 ��H�3����10，975 �8�3�#R�

利用者等外給食費支出 ��H�3����10975 �3�#R�

事業活動支出計（2） ��SX�3C�8�3c���　　〉 153896271 ����"��SピC��� 

事業活動資金収支差額（3）＝（1ト（2） �31，153，320 �3(�3ccc�CR�　〉 △1512725 ��

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ� ��J ��"� 

施設整備等収入計（4） �� �� 

支 出 ��ﾙOX��ｾ�妺?ﾈｾ�ﾋ8ｾ��ｭ(辷��7，548，000 度�3SC��3����0 ��

施設整備等支出計（5） 度�3SC��3����7548000 ��� 

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） 凵｢7，548，000 ����(�｢��#x�3SC��3����0 ��

そ の 他 の 活 動 假ｲ�?ﾂ� �� �� 

その他の活動収入計（7） �� �� 

支 出 ���x��蝌辷��977，000 涛c��3c���8，320 ��

に よ る 収 支 剔ﾞ職給付引当資産支出 涛sx�3����968，680 嶋�33#��

その他の活動支出計（8） 涛sx�3����968，680 嶋�33#�� 

その他の活動資金収支差額（9）＝（7ト（8） 凵｢977，000 ��#田ツ���△8320 ��

予備費支出（10） 剴S���3����） 白�S���3���� 

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9ト（10） 剴#(�3�#��33#��24，149，365 ��#(�3�#��3�CR� 

前期末支払資金残高（12） 70，219，373 70，219，373

当期末支払資金残高（11）＋（12） 92，347，693 94，368，738 △2，021，045



第二号第四様式
ユニット型特養拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

サ l 假ｲ�傭�介護保険事業収益 ��ド�3#3��3#cb�179，052，184 度�3�s��3��"�

施設介護料収益 ��38�3�s��3都r�127，834，632 店�3#3x�33CR�

介護報酬収益 �����3�Cx�33cr�114，852，212 滴�3#店�3�SR�

利用者負担金収益（一般） ��8�3�#H�3c���12，982，420 涛C(�3����

利用者等利用料収益 鉄8�3�3��3#ヲ�51，217，552 ���3��8�3s3r�

食費収益（公費） 度�3s�x�3CS��9，627，360 ��#��3����8ｵ���

食費収益（一般） ����3��8�3s3��9，734，040 �(�3�c��3c���

居住費収益（公費） 度�3�#H�3ピ��10，687，940 ��#(�3ツ8�3�s��

居住費収益（一般） �#X�33c��3�S��20，917，270 滴�3CC8�3ャ��

その他の利用料収益 �#3H�3�ヲ�250，942 ��#�h�3ゴ2�

その他の事業収益 ��#��3������#��3����

補助金事業収益 ��#��3������#��3����

サービス活動収益計（1） ��ド�3#3��3#cb�179，052，184 度�3�s��3��"�

費 用 ��ﾈﾈ���103，773，974 ���H�3c3h�3#�R�△862，241 

職員給料 田��3#s8�3ゴ"�68，770，267 鉄�8�3Sコ�

職員賞与 �(�3�3h�3�#��11，585，406 ��#��3sC��33sr�

賞与引当金繰入 ��(�3����3����3，947，000 嶋�3�c8�3����

非常勤職員給与 �8�3c���3鉄2�3，480，802 ��3��3�S��

派遣職員費 �(�3�s(�3ゴ��4，077，063 ��#��3��H�3#�"�

退職給付費用 ���3�Cx�3C���974，420 ��s8�3�c��

法定福利費 ��(�3c�H�3����11，801，257 塔�8�3SS"�

事業費 �#X�3S#��3�3��25，204，513 �3�X�3c#b�

給食費 ��(�3�ォ�3ゴb�11，570，661 鉄�H�3�迭�

介護用品費 �(�3C���3ゴ��2，603，355 ��##�(�3S�R�

保健衛生費 田S��3�湯�495，918 ��SH�3����

被服費 塔C��3C�b�897，986 ��#C��3Ss��
ヒ ス 刹ｳ養娯楽費 鼎#8�3Ss��374，329 鼎��3#C��

活 動 増 減 剴坥p品費 �3x�3�#2�57，579 ��##��3CSb�

水道光熱費 塗�3cc(�3イr�6，824，611 ��#�c��3scB�

消耗器具備品費 ���3#���3CCb�1，464，773 ��##Sh�33#r�

の 剳ﾛ険料 祷�3��R�9，005 ���

部 剪ﾀ借料 涛�X�3s途�853，435 鉄(�33c"�

車柄費 塔��3�#"�32，861 鉄h�3#c��

雑費 �#���3����20，000 �����3����

事務費 �#8�3ンH�3s#��22，468，266 ���3C#h�3CSB�

福利厚生費 鉄ヨ�3C���696，700 ��#����3#ヲ�

研修研究費 �#嶋�3c#��318，152 ��#���3S#B�

事務消耗品費 �#��3Cc"�285，403 滴�3�S��

印刷製本費 �3��3イ"�54，841 ��##(�3涛��

修繕費 鉄��3CSb�502，605 塔h�3ゴ��

通信運搬費 �3�H�3#���316，564 ��#�(�33S2�

業務委託費 ��x�3��x�3�S"�17，096，434 ����3s���

給食委託費 都s�scc��都s�scc��

医事委託費 ��ｨ�ﾈ���ﾈ���｢�(�3S祷�3#C��2，595，400 筈����8�3イ��

清掃委託費 ���3sc��3����1，765，749 ��#X�3cC��

その他の委託費 店�3�C��3�3R�12，735，285 ��#x�3c店�3�S��

手数料 �(�33���3s���645，840 ���3sCH�3ツ��

保険料 �3���3�C"�312，147 塗�3ンR�

賃借料 鉄��3C���912，531 ��#3#8�3�S��

土地・建物賃借料 塔sX�3SCb�875，546 ���

租税公課 ��Scs2���Scs2�

保守料 ����"�#�X�3cc��191，151 ��"�#H�3S���

渉外費 ���x�3c�"�106，573 ����3����

諸会費 涛x�33sb�99，023 ��#��3cCr�

雑費 田H�33���54，756 祷�3c3R�

雑費 田H�33���54，756 祷�3c3R�



第二号第四様式
ユニット型特養拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

費 用 凉駅��)X�%8ﾇ侏逢｢�266，555 ��3x�33�B�129，241 減価償却費 ��(�3�s��3�#2�12，360，100 ��#���3�sr�

国庫補助金等特別積立金取崩額 ��#X�3ピH�33sb�△6，066，221 �����3イR�

サービス活動費用計（2） ��S��3sS��3�3R�158，740，187 ���3����3sC��

サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） �26，479，331 �#��33���3涛r�6，167，334 

サ l 假ｲ�傭�その他のサービス活動外収益 �33��3�S��495，220 ��#�cH�3�s��
受入研修費収益 涛8�3����62，000 �3��3����

利用者等外給食収益 �#H�3S#R�22，325 �(�3#���

ビ 剋G収益 �#�8�3S#R�410，895 ��#�度�33s��

ス 活 動 外 剋G収益 �#�8�3S#R�410，895 ��#�度�33s��

サービス活動外収益計（4） �33��3�S��495，220 ��#�cH�3�s��

費 用 倡瓜Yy��r�1，665，588 ���3c�H�3c3��50949 
増 凾ｻの他のサービス活動外費用 ����3都R�15，300 白��#H�33#R�

減 の 部 剽�p者等外給食費 ����3都R�15，300 ��#H�33#R�

サービス活動外費用計（5） ���3csh�3Sc2�1，629，939 鼎h�3c#B�

サービス活動外増減差額（6）＝（4ト（5） 凵｢1，345，513 ��#��3�3H�3s���△210，794 

経常増減差額（7）＝（3）十（6） 剴#X�3�38�3����19，177，278 店�3鉄h�3SC��

特 別 増 減 の 部 假ｲ�傭� �� ��

特別収益計（8） �� ��

費 用 �� �� 

特別費用計（9） �� ��

特別増減差額（10）＝（8）－（9） � �� 

当期活動増減差額（11）＝（7）十（10） 剴#X�3�38�3����19，177，278 店�3鉄h�3SC��

稗 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢�田��3#ヨ�3����49，111，522 ����3�sx�3#s��当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）十（12） �93，422，618 田��3#ヨ�3����25，133，818 

璧 舒馮ｸｾ�靖_hｧｨ���H�｢��� ��
活 動 為 【∃ 減 差 額 の 部 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ��xｾ�靖_hｧｨ���X�｢��� ��

その他の積立金積立額（16） � �� 

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15ト（16） �93，422，618 田��3#ヨ�3����25，133，818 



第三号第四様式

（単位：円）

ユニット型特養拠点区分　貸借対照表

平成29年3月31日現在

資産の部 劔負債の部 

当年度末 ����7永b�増減 ��当年度末 ����7永b�増減 

流動資産 涛H�33c��3s3��70，219，373 �#H�3�C��33cR�流動負債 ����3sc(�3����11，495，000 �#cx�3����

立替金 塗�3scB�　0 70，219，373 塗�3scB�1年以内返済予定設備資金借入金 度�3SC��3����7，548，000 ��S��

前払費用 拠点区分間貸付金 ���8�3cc��滴�33S��33�B����8�3cc��#H�3�3��3鼎��賞与引当金 滴�3#�H�3����3，947，000 �#cx�3����

固定資産 ���8�3S#��3ssB�203，742，317 ��#���3##��3SC2�固定負債 �����3S���3ゴ��107，178，470 ��#X�3S度�3c#��

基本財産 �����3��x�3C�2�191，604，135 ��#���3sド�3s#"�設備資金借入金 拠点区分間長期借入金 涛(�3Cc8�3������3ャ��33c"�100，011，000 1，880，362 ��#x�3SC��3����������

建物 �����3��x�3C�2�147，190，836 �38�3c#h�3Ssr�

建物附属設備 ���44，413，299 ��#CH�3C�8�3#湯�退職給付引当金 度�3#3x�3Cモ�5，287，108 ���3鉄��33���

その他の固定資産 ��(�3s�H�33c��12，138，182 鉄ch�3�s��負債の部合計 ���8�33C(�3ゴ��118，673，470 ��#X�333��3c#��

構築物 �(�33c��3c#r�2，679，021 ��#3�x�33釘�純資産の部 

器具及び備品 ���3##H�3ャB�2，291，691 ��#��3�ch�3��r�国庫補助金等特別積立金 塔��3�#X�3�CB�86，999，420 ��#X�3ピH�33sb�

拠点区分間長期貸付金 ���3ャ��33c"�1，880，362 ���次期繰越活動増減差額 涛8�3C#(�3c���68，288，800 �#X�3�38�3����

退職給付引当資産 度�3#3x�3Cモ�5，287，108 ���3鉄��33���（うち当期活動増減差額） �#X�3�38�3����19，177，278 店�3鉄h�3SC��

純資産の部合計 ��sH�3SCx�3cc"�155，288，220 ����3#S��3CC"�

資産の部合計 �#ベ�3ン��3S�"�273，961，690 ��8�3�#��3�#"�負債及び純資産の部合計 �#ベ�3ン��3S�"�273，961，690 ��8�3�#��3�#"�



別紙2
計算書類に対する注記（ユニット型特養拠点区分用）

1．重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品、ソフトウェアー定額法

（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金一一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金　一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人

滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

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）ユニット型特養拠点計算書類（会計基準省令第三号第四様式、第三号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑬））は省略している。
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑬））は省略している。

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 ���ｩih�8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

建物 ��Cx�3����3�3b�44，413，299 ����3sド�3s#"�180，817，413 

建物附属設備 鼎H�3C�8�3#湯�0 鼎H�CC�8�3#湯�0 

合計 �����3c�H�3�3R�44，413，299 鉄X�3#���3�#��180，817，413 

※建物附属設備について、建物へ科目変更したため、上記と基本財産及びその他の固定資産の明細書 
及び固定資産管理台帳は一致していない。 

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

圭「⊥’　　　　　　　　　：書：、二≡；一言

180，817，413円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

嘗傭船借入金（1年以内返済予定額を含む）　壬33莞333胃・100，011，000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
固定資産の取得価額、減価償却累計頗及び当期末残高は、以下のとおりである。

単立：円） 
取得価額 侏��霍�}ﾘﾇhｧ｢�当期末残高 

基本財産 �� ��

建物 �#SX�3C#X�3Scr�74，608，154 �����3��x�3C�2�

小計 �#SX�3C#X�CScr�74，608，154 �����3��x�3C�2�

その他の固定資産 �� ��

構築物 滴�3SSh�3�32�2，195，306 �(�33c��3c#r�

器具及び備品 祷�3ゴX�33�R�8，630，431 ���3##H�3ャB�

ソフトウェア �3C8�33S��343，350 ���

小計 ��H�3sSX�CS唐�11，169．087 �8�3Sド�3S���

合計 �#s��3����3�cR�85，777，241 ��ォ�3C�8�3�#B�

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
該当なし

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

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



第一号第四様式

（単位：円）

姉川の里拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰���6x��(�｢�備考 

事 假ｲ�介護保険事業収入 �#S8�3C祷�3����253，916，086 ��#C�x�3�ッ�職員外食 

施設介護料収入 ���8�3s���3����114，042，585 ��#3C(�3Sコ�

介護報酬収入 �����3cC��3����101，905，392 ��##Sx�33�"�

利用者負担金収入（一般） ��(�3�S(�3����12，137，193 ��#ス�3��2�

地域密着型介護料収入 都H�3sCH�3����74，652，878 涛��3�#"�

（介護報酬収入） 田X�3鼎��3����65，918，528 �#��3Cs"�

介護報酬収入 田��3�CX�3����61，024，280 ��#��3s#��

介護予防報酬収入 滴�3s店�3����4，894，248 ��#祷�3#C��

（利用者負担金収入） 嶋�3��H�3����8，734，350 田��3cS��

介護負担金収入（一般） 嶋�3#s(�3����8，190，516 塔��3Cィ�

介護予防負担金収入（一般） 鉄3(�3����543，834 ��#���3�3B�

入 凉駅��)9凉駅�{�ｹ?ﾂ�65，055，000 田X�3##��3c#2�△165，623 

食費収入（公費） 塗�3SS��3����6，410，730 ��C��3#s��

食費収入（一般） ��X�3c度�3����15，833，140 ��#�3h�3�C��

居住費収入（公費） 度�3����3����6，997，400 ���8�3c���

居住費収入（一般） �3H�3#CX�3����34，587，659 ��#3C(�3cS��

その他の利用料収入 ���33s��3����1，391，694 ��##��3c釘�

その他の収入 都ベ�3����785，440 ���3Sc��

利用者等外給食費収入 都ベ�3������������784，840 �(�3�c��

雑収入 �600 ��#c���

雑収入 �600 ��#c���

事業活動収入計（1） �#SH�3#ド�3����254，701，526 ��#C�X�3S#b� 

支 ��ﾈﾈ��因��179，152，000 �����3鼎X�3�#��△1，793，121 ���ｨﾎｸ.��

職員給料支出 ��#8�3#C��3����125，210，442 ��#��3田(�3CC"�

職員賞与支出 �#X�33ch�3����26，616，825 ��#��3#S��3�#R�積算誤り 

業 剩�寀ﾎ職員給与支出 塗�3��H�3����5，512，313 ���3#���3cビ�積算誤り 

活 剔ﾞ職給付支出 �����3����643，238 ��#Cc8�3#3��退職処理 

動 に 剿@定福利費支出 �#8�3SSH�3����22，962，303 鉄���3c途�

よ 剋幕ﾆ費支出 �3h�3�38�3����35，472，024 鉄c��3都b�

る 刹巨H費支出 ��h�3#c8�3����16，197，725 田X�3#sR�

収 支 刮諟�p品費支出 �8�3#c8�3����3，042，702 �##��3#唐�

保健衛生費支出 ���3�ド�3����1，125，695 田��33�R�

被服費支出 ���3Csx�3����1，508，144 ��#3��3�CB�

教養娯楽費支出 都38�3����674，826 鉄��3�sB�

日用品費支出 鼎(�3����43，910 ��#��3����

水道光熱費支出 嶋�3イ��3����8，782，043 鉄x�3鉄r�

燃料費支出 度�3����27，128 ��##��3�#��

消耗器具備品費支出 �(�3�Sh�3����1，989，644 田h�33Sb�

保険料支出 ��X�3����13，900 ���3����

出 �,�妺{�因��1，212，000 ���3#���3C���591 

車柄費支出 涛#��3����854，898 30，087，960 都H�3��"�

雑支出 ����3��������3����

事務費支出 �3��3�ベ�3������#田��

福利厚生費支出 ���3�C��3����1，129，938 ��#���3�3��

旅費交通費支出 ��#��3����132，707 ��#���3s�r�

研修研究費支出 涛C(�3����979，008 ��#3x�3����

事務消耗品費支出 �3S(�3����413，442 ��#c��3CC"�

印刷製本費支出 �3(�3����23，048 嶋�3鉄"�

修繕費支出 鉄Sh�3����563，263 ��#x�3#c2�

通信運搬費支出 鉄C��3����537，790 �8�3#���

会議費支出 ��8�3����9，742 �8�3#S��

広報費支出 嶋�3����5，000 �8�3����

業務委託費支出 �#��3s���3����20，617，265 塔(�3s3R�

給食委託費支出 塗�3����3����5，949，036 鉄��3田B�

医事委託費支出 �(�3�C��3����2，040，000 ���3����

その他の委託費支出 ��(�3cS��3����12，628，229 �#��3ss��



第一号第四様式
姉川の里拠点区分　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔uﾈ螽����｢�決算（B） 俚x腰���6x��(�｢�備考 

事 業 倡����手数料支出 田x�3����51，430 ��X�3Ss��退職処理 

保険料支出 ���3SCX�3����1，542，860 �(�3�C��

賃借料支出 ���3��x�3����1，914，420 �(�3S���

土地・建物賃借料支出 ���3S#��3����1，519，342 ���3cS��

租税公課支出 都x�3����62，500 ��H�3S���

保守料支出 �3���3����272，848 �3X�3�S"�

活 動 に 剌ﾂ外費支出 ��CX�3����131，542 ��8�3CS��

諸会費支出 涛x�3����88，856 嶋�3�CB�

よ 剋G支出 涛x�3����92，959 滴�3�C��

る 剋G支出 涛x�3����92，959 滴�3�C��

収 支 剋x払利息支出 �(�3C�x�3����2，405，355 ���3cCR�

その他の支出 �#CX�3����#CX�3����604，046 ��#3S��3�Cb�

その他の支出 �381，462 ��#3���3Cc"�

利用者等外給食費支出 �222，584 �#(�3C�b�

事業活動支出計（2） �#Cx�3�#H�3����249，514，506 ��#��3S���3S�b� 

事業活動資金収支差額（3）＝（1ト（2） �6，362，000 店�3�ベ�3�#��1，174，980 ��

施 設 整 備 假ｲ�?ﾂ� �� �� 

施設整備等収入計（4） �� �� 
等 に よ る 収 支 倡����設備資金借入金元金償還支出 ��H�3c#8�3����14，622，000 ���3���� 

施設整備等支出計（5） ��H�3c#8�3����14，622，000 ���3���� 

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） 凵｢14，623，000 ��#�H�3c#(�3����△1，000 ��

そ 假ｲ�?ﾂ�積立資産取崩収入 �����1，045，900 ��#��3�CX�3����退職処理 

退職給付引当資産取崩収入 �845，900 ��#イX�3����

長期預り金積立資産取崩収入 �200，000 ��##���3����敷金返金 

の 凾ｻの他の活動による収入 ���200000 ��##������

他 の 活 動 剪ｷ期預り金収入 ���　7 200，000 ��｢��##���3����入所時預り 

その他の活動収入計（7） ���1，245，900 ��#��3#CX�3���� 

支 出 ���x��蝌辷��1，696，000 ���3ンh�3����△200，000 �?ﾈ�鳬v�.��
よ 剔ﾞ職給付引当資産支出 ���3c塗�3����1，696，000 ���

る 剪ｷ期預り金積立資産支出 ���200，000 ��##���3����

収 凾ｻの他の活動による支出 ���200000 ��##������

支 剪ｷ期預り金返還支出 ���I 200，000 ����"��##���3����敷金返金 

その他の活動支出計（8） ���3c塗�3����2，096，000 ��#C���3���� 

その他の活動資金収支差額（9）＝（7ト（8） 凵｢1，696，000 ��#ゴ��3����△845，900 ��

予備費支出（10） 剴C���3����－ 鼎���3���� 

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9ト（10） 劍�#���33Sx�3����△10，285，080 ��#s��3�#�� 

前期末支払資金残高（12） �#(�3�38�3����22，933，819 ��� 

当期末支払資金残高（11）＋（12） ��(�3Ssh�3����12，648，739 ��#s��3�#�� 



第二号第四様式
姉川の里拠点区分　事業活動計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

サ 假ｲ�傭�介護保険事業収益 �#S8�3��h�3�ッ�246，078，267 度�3�3x�3����

施設介護料収益 ���H�3�C(�3Sコ�112，825，320 ���3#�x�3#cR�

介護報酬収益 �����3��X�33�"�101，263，120 田C(�3#s"�

利用者負担金収益（一般） ��(�3�3x�3��2�11，562，200 鉄sH�3涛2�

地域密着型介護料収益 都H�3cS(�3ピ��70，524，410 滴�3�#��3Cc��

（介護報酬収益） 田X�3����3S#��62，866，934 �8�3�S��3S釘�

介護報酬収益 田��3�#H�3#���58，886，055 �(�3�3��3##R�

介護予防報酬収益 滴�3ンH�3#C��3，980，879 涛�8�33c��

（利用者負担金収益） 嶋�3s3H�33S��7，657，476 ���3�sh�3ピB�

介護負担金収益（一般） 嶋�3����3S�b�7，241，045 涛C��3Cs��

介護予防負担金収益（一般） 鉄C8�3�3B�416，431 ��#x�3C�2�

利用者等利用料収益 田X�3##��3c#2�61，771，537 �8�3CC��3�ッ�

食費収益（公費） 塗�3C���3s3��8，401，660 ��#��3涛��3�3��

食費収益（二股） ��X�3�38�3�C��13，494，460 �(�333��3c���

居住費収益（公費） 塗�3涛x�3C���9，741，540 ��#(�3sCH�3�C��

居住費収益（一般） �3H�3Sベ�3cS��28，844，339 店�3sC8�33#��

その他の利用料収益 ���33���3c釘�3���3Cc"�1，289，538 ���(�3�Sb�

その他の事業収益 �957，000 ��#鉄x�3����

補助金事業収益 �957，000 ��#鉄x�3����

その他の収益 �71，060 �3���3C�"�

サービス活動収益計（1） �#SH�3#度�3SC��246，149，327 嶋�3�C��3##��

費 用 ��ﾈﾈ���182，690，683 ��店�3��X�3#3��△12，414，556 

職員給料 ��#X�3#���3CC"�134，177，754 ��#��3田x<��"�

職員賞与 滴�3��(�3c�2�23，330，628 ��#���3##��3�#R�

賞与引当金繰入 �#8�3�嶋�3##"�8，199，000 ��H�3涛��3##"�
l 剩�寀ﾎ職員給与 店�33C(�33�2�4，316，279 ���3�#h�3�3B�

ヒ ス 剔ﾞ職給付費用 ���3ピH�3����1，963，440 ��#ヨ�3cC��

活 剿@定福利費 �#(�3田(�33�2�23，118，138 ��#�SX�3�3R�

動 増 減 剋幕ﾆ費‾ 給食費 �3X�33���3�#B�34，890，638 鼎祷�33ッ�

16，115，725 ��h�3�c��3鼎"�△53，217 

の 刮諟�p品費 �8�3�C(�3s�"�2，603，158 鼎3��3SCB�

部 剳ﾛ健衛生費 ���3�#X�3c迭�1，055，661 都��3�3B�

被服費 ���3S���3�CB�1，638，920 ��#�3��3ssb�

教養娯楽費 田sH�3�#b�674，962 ��#�3b�

日用品費 鼎8�3����36，152 度�3sS��

水道光熱費 嶋�3s�(�3�C2�8，949，094 ��#�cx�3�S��

燃料費 �#x�3�#��698 �#h�3C3��

消耗器具備品費 ���3塔��3cCB�1，860，805 ��#��3�3��

保険料 ��8�3����13，900 ���

賃借料 ���3#���3C���1，198，095 ��8�33�B�

車柄費 塔SH�3ン��3��3�ベ�3田��686，507 ��c��33���

雑費 �3，744 ��#8�3sCB�

事務費 �28，927，369 ���3�c��3S���

福利厚生費 ���3�#��3�3��1，469，549 ��#33��3c���

旅費交通費 ��3(�3s�r�165，830 ��#38�3�#2�

研修研究費 涛s��3����337，184 田C��3�#B�

事務消耗品費 鼎�8�3CC"�365，061 鼎��33���

印刷製本費 �#8�3�C��30，123 ��#x�3�sR�

修繕費 鉄c8�3#c2�455，745 ���x�3S���

通信運搬費 鉄3x�3s���580，717 ��#C(�3�#r�

会議費 祷�3sC"�3，771 店�3都��

広報費 店�3����372，700 ��#3cx�3s���

業務委託費 �#��3c�x�3#cR�20，132，285 1，952，880 鼎ォ�3塔��

給食委託費 店�3鼎��3�3b�店�3鼎��3�3b�

医事委託費 �(�3�C��3����塔x�3�#��

その他の委託費 ��(�3c#��3##��18，179，405 ��#X�3SS��3�sb�



第二号第四様式
姉川の里拠点区分　事業活動計算書

（白）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円） 

勘定科目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B） ��ﾘﾋ����6x��(�｢�

サ l 儂��w��手数料 鉄��3C3��4，536 鼎h�3ンB�

保険料 ���3SC(�3ツ��921，980 田#��3ャ��

賃借料 ���3��H�3C#��1，914，420 ���

土地・建物賃借料 ���3S���33C"�1，519，342 ���

租税公課 田(�3S���7，700 鉄H�3����

保守料 �#s#イ��217845 鉄S��2�
ヒ ス 活 動 増 減 の 剌ﾂ外費 ��｢��3��3SC"�　7 232，530 ��#����3塔��

諸会費 塔��3ゴb�90，502 ��#��3cCb�

雑費 涛(�3鉄��105，549 ��#�(�3S���

雑費 涛(�3鉄��105，549 ��#�(�3S���

減価償却費 �#(�3イx�3Cモ�22，542，252 �3�X�3#3b�

郡 剄糟ﾉ補助金等特別積立金取崩額 ��#H�3��H�3涛��△4，814，998 ���

その他の費用 �3���3Cc"�71，060 �3���3C�"�

その他の費用 �3���3Cc"�71，060 �3���3C�"�

サービス活動費用計（2） �#ch�3S�(�3c���276，721，560 ��#���3�3��3鼎��

サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） 凵｢12，285，071 ��#3��3Ss(�3#32�18，287，162 

サ l 假ｲ�傭�その他のサービス活動外収益 都ス�3CC��1，394，406 ��#c���3田b�利用者等外給食収益 都ォ�3イ��1，014，685 ��###��3イR�

雑収益 田���379，721 ��#3s��#��
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 剋G収益 田���379，721 ��｢��#3s��3�#��

サービス活動外収益計（4） 都ス�3CC��1，394，406 ��#c���3田b�

費 用 倡瓜Yy��r�2，405，355 �(�3SC��3�s��△134，815 
その他のサービス活動外費用 �##(�3Sィ�18，872 �#�8�3s�"�

利用者等外給食費 �##(�3Sィ�18，872 �#�8�3s�"�

サービス活動外費用計（5） �(�3c#x�3�3��2，559，042 田��3ンr�

サービス活動外増減差額（6）＝（4ト（5） 凵｢1，842，499 ��#��3�cH�3c3b�△677，863 

経常増減差額（7）＝（3）＋（6） 劍�#�H�3�#x�3Ss��△31，736，869 ��x�3c���3#湯�

特 別 増 長 の 部 假ｲ�傭�固定資産受贈額 ��5，050，580 ��#X�3�S��3S���

車輌運搬具受贈額 �5，039，210 ��#X�3�3��3#���

その他の固定資産受贈額 �11，370 ��#���33s��

その他の特別収益 �39，878 ��#3��3ピ��

徴収不能引当金戻入益 �39，878 ��#3��3ピ��

特別収益計（8） ��5，090，458 ��#X�3����3CS��

費 用 �� �� 

特別費用計（9） �� ��

特別増減差額（10）＝（8）－（9） � 店�3����3CS��△5，090，458 

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） 劍�#�H�3�#x�3Ss��△26，646，411 ��(�3S���3イ��

繰 越 活 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢�塗�3S3��3����33，185，329 ��##h�3cCh�3C���当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） 凵｢7，588，652 塗�3S3��3����△14，127，570 

基本金取崩額（14） � �� 

動 増 減 差 額 の 部 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ��xｾ�靖_hｧｨ���X�｢��� ��
その他の積立金積立額（16） � �� 

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）十（14）＋（15ト（16） 凵｢7，588，652 塗�3S3��3����△14，127，570 



第三号第四様式
姉川の里拠点区分　貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円） 
資産の部 劔負債の部 

当年度末 ����7永b�増減 ��当年度末 ����7永b�増減 

流動資産 ��(�3ン(�3c�2�23，095，693 ��#���3#�8�3����流動負債 �#8�333X�3����22，821，000 鉄�H�3����

現金預金 鉄��3��"�73，382 ��##(�33���1年以内返済予定設備資金借入金 ��H�3c#(�3����14，622，000 ���

貯蔵品 嶋�3�S��10，686 ��#(�3c#��賞与引当金 嶋�3s�8�3����8，199，000 鉄�H�3����

給食用材料 �#C8�3ピB�161，874 　0 750，040 塔(�3����

立替金 店�3S#��店�3S#��

前払費用 都#x�33#����##(�3s#��

拠点区分間貸付金 ����3ゴh�3�3��22，099，711 ��#���3#C(�3ピ"�

固定資産 �3�x�3C#��3S#��329，661，859 ��##(�3#C��333��固定負債 �#�H�3�C��3塔"�228，064，832 ��#�H�3��H�3ゴ��

基本財産 �#s(�3CCX�3s#B�292，713，004 ��##��3#cx�3#���設備資金借入金 拠点区分間長期借入金 �#�H�3Cs��3������3ツ��3c�"�219，092，000 1，861，682 ��#�H�3c#(�3����������

建物 �#s(�3CCX�3s#B�222，993，194 鼎��3CS(�3S3��

建物附属設備 ���69，719，810 ��#c��3s���3����退職給付引当金 長期預り金 塗�3s���33�����3����3����6，101，150 1，010，000 田�x�3�S������

その他の固定資産 �3H�3都X�3s途�36，948，855 ��#��3都8�3�S��

構築物 ��x�3����3s�"�18，50．1，430 ��#c祷�3cC��負債の部合計 �#3x�33ォ�3塔"�250，885，832 ��#�8�3S���3ゴ��

車柄運搬具 �8�3��x�3�C��4，758，696 ��#イ��3SC��純資産の部 

器具及び備品 �8�3cCh�3�3R�4，685，847 ��#��3�3��3��"�国庫補助金等特別積立金 涛��3S�x�3��B�95，332，802 ��#H�3��H�3涛��

拠点区分間長期貸付金 ���3ャ��33c"�1，880，362 ���次期繰越活動増減差額 ��#x�3Sヨ�3cS"�6，538，918 ��#�H�3�#x�3Ss��

退職給付引当資産 塗�3s���33���6，101，150 田�x�3�S��（うち当期活動増減差額） ��#�H�3�#x�3Ss��△26，646，411 ��(�3S���3イ��

長期預り金積立資産 ���3����3����1，010，000 ���

その他の固定資産 ����33s��11，370 ���純資産の部合計 塔(�3�#��3�S"�101，871，720 ��#���3鼎(�3Sc��

資産の部合計 �3#��33�H�3�3B�352，757，552 ��#3(�3CC8�3C���負債及び純資産の部合計 �3#��33�H�3�3B�352，757，552 ��#3(�3CC8�3C���



別紙2

計算書類に対する注記（姉川の里拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエアー定額法

（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金一一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金　　一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

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）姉川の里拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3（⑫））

ア　特別養護老人ホーム姉川の里

イ　ケアセンター姉川の里
ウ　グループホーム姉川の里

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑬））は省略している。

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 ���ｩih�8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

建物 �##(�3涛8�3�釘�69，719，810 �#��3#cx�3#���272，445，724 

建物附属設備 田��3s���3����0 田��3s���3����0 

合計 �#�(�3s�8�3��B�69，719，810 塔��3塔x�3����272，445，724 

※建物附属設備について、建物へ科目変更したため、上記と基本財産及びその他の固定資産の明細書

及び固定資産管理台帳は一致していない。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本） 272，445，724円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　272，445，724円

担保に供している債務の種類及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）　　　　166，572，000円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　　　　　52，520，000円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219，092，000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

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 侏��霍�}ﾘﾇhｧ｢�当期末残高 

基本財産 �� ��

建物 �3���33cX�3C�2�117，919，689 �#s(�3CCX�3s#B�

小計 �3���33cX�3C�2�117，919，689 �#s(�3CCX�3s#B�

その他の固定資産 �� ��

構築物 �#(�3�S��3�sR�4，249，293 ��x�3����3s�"�

車輌運搬具 度�3塔x�3Ss��4，070，422 �8�3��x�3�C��

器具及び備品 嶋�3S�X�3�#��4，858，985 �8�3cCh�3�3R�

ソフトウエア �#ベ�3s���287．700 ���

小計 �3��3�3(�3�cR�13，466，400 �#X�33cX�3scR�

合計 鼎#��3�度�3Ss��131，386，089 �#度�3����3Cヲ�



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

該当なし

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

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



監　査　報　告　書

平成29年（2017年）5月26日

監事鮎撒娩㊨
監事窃呵各う

社会福祉法人さざなみ会

理事長上田　聡様

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事

の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告

いたします。

1監査の方法およびその内容

（1）実施日時‥　29年　5月　26日　ノダ時滋ク分～　′∂時♂β分

（2）実施場所：特別養護老人ホームさざなみ苑　施設長室

（3）立会人等：理事　三谷新治　　さざなみ苑施設長　西川忠直

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務およ

び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業

報告およびその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書

類（計算書類およびその附属明細書）および財産目録について検討いたしました。

2　監査意見

了．孝牌尊び，錫倉島よひ凌款た鑑い′滅入句雌を正吠希↓てい5

も姉調吟ますや
イ確率の塵承り卿巨週的多狂句考碑む摘如しく底晩成軋

すさ敵弾は教わ押茅もんβ

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

［の慧幾深禁憲禁慧砦㌍磯〕


