
別紙1

計算書類に対する注記(法人会計)

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）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　　　・有形固定資産
　　　　　　定額法及び旧定額法
　　　　　　残存価額
　　　　　　　　平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の10％。
　　　　　　　　但し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、
　　　　　　　　さらに備忘価額（1円）まで償却を行っています。
　　　　　　　　平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、
　　　　　　　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達する
　　　　　　　　まで償却を行っています。
　　　・無形固定資産
　　　　　　定額法
　　　　　　残存価額
　　　　　　　　残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としています。
（３）引当金の計上基準
　　　・徴収不能引当金
　　　　　　該当なし
　　　・退職給付引当金
　　　　　　当法人で採用している熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に基づき、当期末
　　　　　　における熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度への法人負担の掛金累計額を
　　　　　　計上している（藤崎台保育園を除く）。
　　　・賞与引当金
　　　　　　職員に対する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。
（４）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。
（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　　引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

　当法人は、常勤職員並びに勤務時間等の条件が加入対象となる非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施
する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に加入している（但し、藤崎
台保育園は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度のみを採用している）。

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等は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の資金収支計算書（会計基準省令第１号第１様式)
(2) 法人全体の事業活動計算書（会計基準省令第２号第１様式)
(3) 法人全体の貸借対照表（会計基準省令第３号第１様式)
(4) 資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表（会計基準省令第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、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 社会福祉事業における事業区分資金収支内訳表(会計基準省令第１号第３様式)
(6) 社会福祉事業における事業区分事業活動内訳表(会計基準省令第２号第３様式)
(7) 社会福祉事業における事業区分貸借対照表内訳表(会計基準省令第３号第３様式)
  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（社会福祉事業）
　　　　　「法人本部」
　　イ　児童養護施設藤崎台童園拠点（社会福祉事業）
　　　　　「児童養護施設藤崎台童園」
　　　　　「子育て短期支援事業」
　　ウ　藤崎台保育園拠点（社会福祉事業）
　　　　　「藤崎台保育園」
　　

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
建物（基本） 271,175,739 10,340,000 18,020,376 263,495,363 
土地（基本） 33,560,531 0 0 33,560,531 

合 計 304,736,270 10,340,000 18,020,376 297,055,894 

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。
　　　　　土地（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　581,799円
　　　　　建物（基本財産）男子棟、女子棟、園内保育室、ホール棟、きく棟、しょうぶ棟、厨房棟　245,489,578円　
　　　　　――――――――――――――――――――――――――――　　　　　　
　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,071,377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）　27,140,000円
　　　　　――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　27,140,000円

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。)

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
建物（基本） 498,222,700 234,727,337 263,495,363 
土地（基本） 33,560,531 0 33,560,531 
建物（その他） 11,029,781 7,098,459 3,931,322 
構 築 物 13,556,400 9,071,885 4,484,515 
車両運搬具 14,053,827 10,588,654 3,465,173 
器具及び備品 69,524,700 55,445,119 14,079,581 

合 計 639,947,939 316,931,454 323,016,485 

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。)

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。
(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 12,415,316 0 12,415,316 
未収金 3,205 0 3,205 
未収補助金 12,768,170 0 12,768,170 

合 計 25,186,691 0 25,186,691 

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 0 

0 
合 計 0 

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位：円)

種類 法人等の 住所 資産総額 事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 所得割合 役員の 事業上の 内容

又は職業 兼務等 関係
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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし



別紙2

計算書類に対する注記(法人本部)

１．重要な会計方針

　該当なし

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

　該当なし

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) 法人本部拠点区分資金収支計算書(会計基準省令第１号第４様式)
(2) 法人本部拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第２号第４様式)
(3) 法人本部拠点区分貸借対照表(会計基準省令第３号第４様式)
(4) 法人本部拠点区分資金収支明細書(別紙３（⑩))
　　　当拠点区分は、サービス区分が１つの為作成していない。
(5) 法人本部拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪))
　　　当拠点区分は、サービス区分が１つの為作成していない。
　当拠点区分におけるサービス区分
　　法人本部拠点
　　　「法人本部」

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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
該当なし

合 計

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

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。)

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
該当なし

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。)

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。
(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
該当なし

合 計

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。
(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



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



別紙2

計算書類に対する注記(藤崎台童園)

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　　　・有形固定資産
　　　　　　定額法及び旧定額法
　　　　　　残存価額
　　　　　　　　平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の10％。
　　　　　　　　但し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、
　　　　　　　　さらに備忘価額（1円）まで償却を行っています。
　　　　　　　　平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、
　　　　　　　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達する
　　　　　　　　まで償却を行っています。
　　　・無形固定資産
　　　　　　定額法
　　　　　　残存価額
　　　　　　　　残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としています。　　
（３）引当金の計上基準
　　　・徴収不能引当金
　　　　　　該当なし
　　　・退職給付引当金
　　　　　　当拠点区分で採用している熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度に基づき、
　　　　　　当期末における熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度への法人負担の掛金
　　　　　　累計額を計上している。
　　　・賞与引当金
　　　　　　職員に対する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。
（４）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。
（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　　引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

　常勤職員並びに勤務時間等の条件が加入対象となる非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福
祉施設職員等退職手当共済制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済制度へ加入している。

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) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分資金収支計算書(会計基準省令第１号第４様式)
(2) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第２号第４様式)
(3) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分貸借対照表(会計基準省令第３号第４様式)
(4) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩))
(5) 児童養護施設藤崎台童園拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪))
　当拠点区分におけるサービス区分
　　　児童養護施設藤崎台童園拠点（社会福祉事業）
　　　　「児童養護施設藤崎台童園」
　　　　「子育て短期支援事業」
　

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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本建物 266,357,377 10,340,000 17,056,705 259,640,672 
土地 33,560,531 33,560,531 

合 計 299,917,908 10,340,000 17,056,705 293,201,203 

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。
　　　　　土地（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　581,799円
　　　　　建物（基本財産）男子棟、女子棟、園内保育室、ホール棟、きく棟、しょうぶ棟、厨房棟　245,489,578円　
　　　　　――――――――――――――――――――――――――――　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,071,377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）　27,140,000円
　　　　　――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　27,140,000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。)

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
建物（基本） 441,354,800 181,714,128 259,640,672 
土地（基本） 33,560,531 0 33,560,531 
構 築 物 7,508,420 3,769,762 3,738,658 
車両運搬具 12,984,347 9,519,175 3,465,172 
器具及び備品 45,756,227 32,804,603 12,951,624 

合 計 541,164,325 227,807,668 313,356,657 

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。)

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。
(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 12,177,745 0 12,177,745 
未収金 3,205 0 3,205 
未収補助金 10,622,320 0 10,622,320 

合 計 22,803,270 0 22,803,270 

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。
(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

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



別紙2

計算書類に対する注記(藤崎台保育園)

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　　　・有形固定資産
　　　　　　定額法及び旧定額法
　　　　　　残存価格
　　　　　　　　平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価格の10％。
　　　　　　　　但し、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、
　　　　　　　　さらに備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っています。
　　　　　　　　平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、
　　　　　　　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達する
　　　　　　　　まで償却を行っています。
　　　・無形固定資産
　　　　　　定額法
　　　　　　残存価額
　　　　　　　　残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としています。
　　　
（３）引当金の計上基準
　　　・徴収不能引当金
　　　　　　該当なし
　　　・退職給付引当金
　　　　　　該当なし
　　　・賞与引当金
　　　　　　職員に対する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。
（４）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。
（５）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　　引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ加入している。

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) 藤崎台保育園拠点区分資金収支計算書(会計基準省令第1号第４様式)
(2) 藤崎台保育園拠点区分事業活動計算書(会計基準省令第2号第４様式)　
(3) 藤崎台保育園拠点区分貸借対照表(会計基準省令第3号第４様式)
(4) 藤崎台保育園拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩）)
　　　　当拠点区分は、サービス区分が1つの為作成していない。　
(5) 藤崎台保育園拠点区分事業活動明細書(別紙3（⑪）)
　　　　当拠点区分は、サービス区分が1つの為作成していない。
　当拠点区分におけるサービス区分
　　　藤崎台保育園拠点(社会福祉事業)
　　　　「保育所藤崎台保育園」

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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本建物 4,818,362 963,671 3,854,691 

合 計 4,818,362 963,671 3,854,691 

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

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。)

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
建物（基本） 56,867,900 53,013,209 3,854,691 
建物（その他） 11,029,781 7,098,459 3,931,322 
構 築 物 6,047,980 5,302,123 745,857 
車両運搬具 1,069,480 1,069,479 1 
器具及び備品 23,768,473 22,640,516 1,127,957 

合 計 98,783,614 89,123,786 9,659,828 

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。)

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。
(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 237,571 0 237,571 
未収補助金 2,145,850 0 2,145,850 

合 計 2,383,421 0 2,383,421 

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。
(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

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


