
１． 継続事業の前提に関する注記

２． 重要な会計方針

３． 重要な会計方針の変更

４． 法人で採用する退職給付制度

５． 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人－７

　　　　　「日中一時支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「移動支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害者等療育支援事業」（社会福祉事業）
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該当事項はありません。

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）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

　　　　・リース資産

　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　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）引当金の計上基準

　　　　・退職給付引当金

　　　　　　常勤医師の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

　　　　・賞与引当金

　　　　　　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

該当事項はありません。

　（１）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

　（２）西宮すなご医療福祉センター常勤医師退職金規程により、

　　　　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事業退職金額と同額を常勤医師に支給する。

　　　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、第三号第三様式）

　（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）

　（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）

　（６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　ア　法人本部

　　　　　「法人本部」（社会福祉事業）

　　　　イ　西宮すなご医療福祉センター

　　　　　「入所事業」（社会福祉事業）

　　　　　「外来事業」（社会福祉事業）

　　　　　「短期入所事業」（社会福祉事業）

　　　　　「通所事業」（社会福祉事業）

　　　　　「一般相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「児童発達支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「放課後等デイサービス事業」（社会福祉事業）

　　　　　「訪問看護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「重度訪問介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「行動援護事業」（社会福祉事業）



６． 基本財産の増減の内容及び金額

法人－８

合計 4,148,183,861 0 194,199,680 3,953,984,181

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

建    物 3,890,471,717 0 194,199,680 3,696,272,037

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

土    地 257,712,144 0 0 257,712,144

　　　　　「介護員養成研修事業」（公益事業）

　　　　　「喀痰吸引等研修事業」（公益事業）

　　　　サ　法人本部(収益)

　　　　　「法人本部収益事業」（収益事業）

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）

　　　　　「西宮市地域子育て支援拠点事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「地域包括支援センター」（社会福祉事業）

　　　　ケ　夙川さくら保育園

　　　　　「夙川さくら保育園」（社会福祉事業）

　　　　コ　法人本部(公益)

　　　　　「訪問介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「重度訪問介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「一般相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「地域包括支援センター」（社会福祉事業）

　　　　キ　安井保育園

　　　　　「安井保育園」（社会福祉事業）

　　　　　「夙川さくらんぼ保育園」（社会福祉事業）

　　　　ク　総合相談支援センター

　　　　カ　芦原デイサービスセンター

　　　　　「通所介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「指定生活介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「一般相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「保育所等訪問支援事業」（社会福祉事業）

　　　　オ　にしのみや苑

　　　　　「指定介護老人福祉施設」（社会福祉事業）

　　　　　「短期入所生活介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「認知症対応型通所介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「通所介護事業」（社会福祉事業）

　　　　　「居宅介護支援事業」（社会福祉事業）

　　　　エ　北山学園

　　　　　「児童発達支援センター」（社会福祉事業）

　　　　　「特定相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「障害児相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「相談支援事業」（社会福祉事業）

　　　　　「外来療育事業」（社会福祉事業）

　　　　　「福祉有償送迎事業」（社会福祉事業）

　　　　ウ　甲寿園

　　　　　「指定介護老人福祉施設」（社会福祉事業）

　　　　　「短期入所生活介護事業」（社会福祉事業）
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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

８． 担保に供している資産

９． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

法人－９

合計 697,075,507 0 697,075,507

差入保証金 150,000 0 150,000

保証金 20,000 0 20,000

仮払金 134,100 0 134,100

出資金 20,000 0 20,000

立替金 22,145,348 0 22,145,348

前払費用 8,792,071 0 8,792,071

未収金 120,792 0 120,792

未収補助金 36,950,297 0 36,950,297

（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 628,742,899 0 628,742,899

合計 9,250,919,483 4,324,006,796 4,925,731,310

（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。

有形固定資産 有形リース資産 73,418,400 73,418,400 0

無形固定資産 ソフトウェア 55,580,036 49,288,485 6,291,551

有形固定資産 構築物 51,829,996 14,976,079 36,853,917

有形固定資産 機械及び装置 225,815,814 163,829,914 61,267,044

有形固定資産 器具及び備品 610,599,087 449,260,285 160,953,753

有形固定資産 建物附属設備 901,884,460 238,412,760 663,436,243

有形固定資産 建物 51,887,695 15,892,142 35,995,553

有形固定資産 車両運搬具 127,662,124 122,553,101 5,067,008

基本財産 建物 6,892,647,667 3,196,375,630 3,696,272,037

有形固定資産 土地 1,882,060 0 1,882,060

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

基本財産 土地 257,712,144 0 257,712,144

　　　　　　　　　　　　　(にしのみや苑)　　　　　　　　　28,000,000円

　　　　　--------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　計                                   113,000,000円

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
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）

　　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）     

　　　　　　　　　　　　　社会福祉事業区分

　　　　　　　　　　　　　(西宮すなご医療福祉センター)　　35,000,000円

　　　　　　　　　　　　　(甲寿園)　　　　　　　　　　　　50,000,000円

該当事項はありません。

　　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）                                81,580,072円

　　　　　建物（基本財産）                             3,224,229,043円

　　　　　--------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　計                                 3,305,809,115円

特別積立金の取崩し
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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

１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務

１４．重要な後発事象

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

　　　・保育所・施設設備整備積立金

　　　　　21,500,000円を新たに積立て、49,500,000円計上している。

法人-１０

　　　・人件費積立金

　　　　　1,000,000円を新たに積立て、428,330,000円計上している。

　　　・修繕積立金

　　　　　91,560,000円取崩しを行ない、29,950,000円を新たに積立て、271,650,000円計上している。

　　　・備品等購入積立金

　　　　　50,900,000円取崩しを行ない、110,750,000円を新たに積立て、235,200,000円計上している。

　　　・長期預り金積立金

　　　　　西宮すなご医療福祉センターからの預り金100,000,000円を新たに積立てた。

　　　・再建築積立金

　　　　　4,300,000円を新たに積立て、459,200,000円計上している。

　　　・建築積立金

　　　　　45,000,000円を新たに積立て、139,000,000円計上している。

　　　・総合相談支援センター拠点区分から建物の一部(9.6㎡)を法人本部(収益)拠点区分へ移管した。

（３）設備資金借入金(１年以内返済予定設備資金借入金含む)

　　　・(西宮すなご医療福祉センター拠点)　35,000,000円

　　　　(甲寿園拠点)　　　　　　　　　　　50,000,000円

　　　　(にしのみや苑拠点)　　　　　　　　28,000,000円　計113,000,000円を計上している。

（４）その他の積立金

該当事項はありません。

該当事項はありません。

　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（１）基本財産　建物

　　　・総合相談支援センター拠点区分から建物の一部(9.6㎡)を法人本部(収益)拠点区分へ移管した。

（２）その他の固定資産　建物

該当事項はありません。

該当事項はありません。
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