
別紙１

1.　継続事業の前提に関する注記

2.　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

（２）固定資産の減価償却の方法

　　定額法による。
（３）引当金の計上基準

　　　　している。

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

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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(5)収益事業における拠点区分別内訳表…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　法人本部拠点区分(社会福祉事業)
    　　「法人本部}
    イ　北広島リハビリセンター更生部拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「生活介護」
         「自立訓練」
　　　　「施設入所支援」
　　　　「短期入所」
　　ウ　北広島リハビリセンター療護部拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「生活介護」
         「施設入所支援」
　　　　「短期入所」
    エ　障がい者生活支援センターみらい拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「地域移行支援」
         「計画相談支援」
　　　　「障害児支援利用援助」
　　　　「市町村地域生活支援」

(２）独立行政法人福祉医療機構　…社会福祉施設職員等退職手当共済制度

計算書類に対する注記  （社会福祉法人　北海長正会）

該当なし

・満期保有目的の債権等…償却原価法(定額法)

・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品(有形固定資産)…定額法

平成２６年度から社会福祉法人新会計基準へ移行し、会計処理を行っている。

　　当該物件のリース期間及び法定耐用年数を勘案した上での耐用年数を設定し、残存価額を零とする

・退職給付引当金…北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付算定基準により計上している。

(１）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会…退職年金事業

・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

・ソフトウェア(無形固定資産)…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

・賞与引当金　　…職員に対して支給する期末手当の内、当該会計年度の負担に属する額を算定し計上
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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。

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

　　　　「訪問介護」
　　　　「居宅介護」
　　　　「重度訪問介護」
　　　　「市町村地域生活支援」
　　ス　北広島複合型サービス四恩園拠点区分(社会福祉事業)
　　セ　北広島グループホーム四恩園拠点区分(社会福祉事業)

　　　　「介護予防事業」
　　テ　サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分(公益事業)
　 　ト　介護職員初任者研修拠点区分(公益事業)

　　ソ　北広島リハビリセンター診療部拠点区分(公益事業)
　　タ　北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分(公益事業)
　　　　「居宅介護支援」
　　　　「地域交流事業」
    チ　北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分(公益事業)
　　ツ　北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分(公益事業)
　　　　「地域包括支援センター」

    ク　北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「介護老人福祉施設」
         「短期入所生活介護」
　  ケ　北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分(社会福祉事業)
　　コ　デイホームさとみ拠点区分(社会福祉事業)
　　サ　デイホームかたる拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「通所介護」
　　　　「地域交流事業」
　　シ　北広島ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分(社会福祉事業)

　　　　「市町村地域生活支援」
　　カ　障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「児童発達支援」
　　　　「放課後等デイ」
　　　　「地域交流事業」
　　キ　障がい相談支援事業所みなみ拠点区分
　　　　「地域移行支援」
　　　　「地域定着支援」
　　　　「計画相談支援」

定期預金 0 0 0 0
合計 1,270,285,013 24,057,100 47,028,414 1,247,313,699

（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

　　オ　障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分(社会福祉事業)
　　　　「生活介護」
　　　　「自立訓練」

該当なし

建物 1,041,036,013 0 47,028,414 994,007,599
土地 229,249,000 24,057,100 0 253,306,100

　　　　「障害児支援利用援助」
　　　　「継続障害児利用援助」
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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
（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。

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 担保提供先　独立行政法人福祉医療機構　　身障施設耐震化等施設整備資金　
・土地(基本財産) 　<所在> 北広島市富ヶ岡　　<地番>　509番31　<地積>　26272㎡　　　　　　　   　   　177,336,000円　　

・建物(基本財産)   <所在> 北広島市富ヶ岡509番地31　<家屋番号>　509番31　<種別> 養護所　　　　　　　

　　　　　　　　    　 <床面積>1階4204.52㎡　2階2667.53㎡　地下1階390.94㎡　焼却炉8.66㎡　      　　258,666,660円

・建物(基本財産)   <所在> 北広島市富ヶ岡509番地31　<家屋番号>　509番31の6　　　　　

　　　　　　　　　        <種別> 老人ホーム　　  <床面積>1階1393.77㎡　2階1694.50㎡　 　　　　　　　　　　332,349,756円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　 　　     　　合計　　768,352,416円

担保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(一年以内返済予定額を含む)  　　　　　　  71,760,000円

(2) 担保提供先　独立行政法人福祉医療機構　　デイホームかたる開設施設整備資金　
・土地(基本財産) 　<所在> 北広島市白樺町一丁目　<地番>8番2　<地積>1203.30㎡　　　　　　　　　　 　 　　　11,933,500円　　

・土地(運用財産)   <所在> 北広島市白樺町一丁目　<地番>8番1　<地積>1215.99㎡ 持分6953分の1203  　 　2,088,000円

・土地(運用財産)   <所在> 北広島市白樺町一丁目　<地番>8番11 <地積> 279.56㎡ 持分6953分の1203　　   　478,500円

・建物(基本財産)   <所在> 北広島市白樺町一丁目8番地2　<家屋番号>　8番2　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 <種別> ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・集会所　<床面積>1階38.50㎡　2階629.30㎡　3階420.85㎡　 　 75,672,163円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　　 　　  　　 　　　　合計　 　 90,172,163円

担保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(一年以内返済予定額を含む)  　　　　　　  12,772,000円

(3) 担保提供先　株式会社北洋銀行　　地域サポートセンターみなみ新築工事資金

・土地（基本財産）　＜所在＞北広島市南町4丁目　＜地番＞1番1　＜地積＞2,449㎡31　　　　　　　　　　　29,534,000円

・建物（基本財産）　＜所在＞北広島市南町4丁目1番地1　＜家屋番号＞1番1

　　　　　　　　　　　　＜種別＞養護所　＜床面積＞1階637㎡12　2階649㎡85　　　　　　　　　　　　　　　　　　327,319,019円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　356,853,019円

担保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(一年以内返済予定額を含む)  　　　　　　  174,160,000円

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産） 2,644,626,628 1,650,619,029 994,007,599
建物 560,977,651 89,320,994 471,656,657
構築物 7,317,497 7,029,792 287,705
機械及び装置 48,761,182 43,002,297 5,758,885
車輌運搬具 79,497,050 72,842,314 6,654,736
器具及び備品 196,445,848 179,822,716 16,623,132
ソフトウェア 9,858,201 8,678,746 1,179,455
有形リース資産 32,125,122 20,066,540 12,058,582
無形リース資産 27,275,929 12,988,963 14,286,966

合計 3,606,885,108 2,084,371,391 1,522,513,717
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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。

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

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、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項

0 0

（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 248,453,529 0 248,453,529

該当なし

該当なし

該当なし

徴収不能引当金 0 0 0
合計 275,450,818 0 275,450,818

該当なし

未収金 26,997,289 0 26,997,289
未収補助金 0 0 0
未収収益 0
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