
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
特別積立金の取崩し
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。
（1）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を24,795,462円取崩。
（2）特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

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。

定期預金 19,000,000 0 0 19,000,000
合            計 937,548,322 0 32,572,525 904,975,797

土地 47,735,500 0 0 47,735,500
建物 870,812,822 0 32,572,525 838,240,297

　　　　　　「配食サービス事業」

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

　　　　　　「まえさわ苑つつじ館短期入所生活介護事業所」
　　　　ウ　折居館拠点（社会福祉事業）
　　　　　　「地域密着型小規模特別養護老人ホームまえさわ苑折居館」
　　　　　　「グループホームまえさわ苑折居館」
　　　　エ　まえさわ介護センター拠点（社会福祉事業）
　　　　　　「短期入所事業」
　　　　　　「通所介護事業」
　　　　　　「居宅介護支援事業」
　　　　　　「訪問介護事業」

　　　　ア　塔ケ崎拠点（社会福祉事業）
　　　　　　「法人本部」
　　　　　　「特別養護老人ホームまえさわ苑」
　　　　　　「まえさわ苑短期入所生活介護事業所」
　　　　　　「まえさわ苑デイサービスセンター」
　　　　　　「まえさわ苑在宅介護支援センター」
　　　　　　「まえさわ苑指定居宅介護支援事業所」
　　　　イ　つつじ館拠点（社会福祉事業）
　　　　　　「地域密着型小規模特別養護老人ホームまえさわ苑つつじ館」

　(1) 法人全体の財務諸表(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)
　　　　当法人の事業区分は社会福祉事業区分のみであるために作成していない。　
　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
　　　　当法人は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（第1号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　　　　当法人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

　　・徴収不能引当金―なし

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金制度は以下のとおりである。
　（1）岩手県社会福祉協議会　　―民間社会福祉事業職員共済事業
　（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

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

　　・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
　　・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―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―定額法
(3) 引当金の計上基準
　　・退職給付引当金―岩手県社会福祉法人が実施する民間社会福祉事業職員共済事業の社会福祉法人の負担す
　　　る掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。
　　・賞与引当金―なし

別紙１

財務諸表に対する注記

（法人全体）
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
　　・満期保有目的の債権等―償却原価法（定額法）



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

取引条件及び取引条件の決定方針

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

該当なし

取引金額 科目 期末残高

名称 は職業 割合 兼務等 の関係

種類 等の 住所 資産総額 内容又 の所有 役員の 事業上 内容

合            計

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）

法人 事業の 議決権 関係内容 取引の

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

の当期末残高 当期末残高
事業未収金 112,460,303 0 112,460,303

合            計 112,460,303 0 112,460,303

合            計 1,563,755,426 679,945,779 883,809,647

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

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 債権の

器具及び備品 76,270,296 65,521,956 10,748,340
有形リース資産 4,231,440 189,004 4,042,436
ソフトウェア 3,140,168 2,644,716 495,452

構築物 16,902,791 16,011,821 890,970
機械及び装置 95,062,375 69,544,255 25,518,120
車輌運搬具 23,905,202 23,169,634 735,568

累計額
建物（基本財産） 1,335,367,346 497,127,049 838,240,297
建物（その他） 8,875,808 5,737,344 3,138,464

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）　　110,770,000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 減価償却 当期末残高

　　建物（基本財産）　　　　　　　　　　　　 　　630,750,426円



別紙２

財務諸表に対する注記

（つつじ館拠点）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　　・満期保有目的の債権等―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
　　・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
　　・リース資産―なし
(3) 引当金の計上基準
　　・退職給付引当金―岩手県社会福祉法人が実施する民間社会福祉事業職員共済事業の社会福祉法人の負担す
　　　る掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。
　　・賞与引当金―なし
　　・徴収不能引当金―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
当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
（1）岩手県社会福祉協議会　　―民間社会福祉事業職員共済事業
（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

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) つつじ館拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
　　ア　地域密着型小規模特別養護老人ホームまえさわ苑つつじ館
　　イ　まえさわ苑つつじ館短期入所生活介護事業所
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
建物 280,769,238 0 9,135,150 271,634,088

合            計 280,769,238 0 9,135,150 271,634,088

６．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
特別積立金の取崩し
基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。
（1）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を2,502,564円取崩。
（2）特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

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）　　　　　　　　　　　　　　271,634,088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）　  58,310,000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 減価償却 当期末残高
累計額

建物（基本財産） 390,391,038 118,756,950 271,634,088
器具及び備品 5,230,644 4,767,946 462,698
ソフトウェア 278,000 278,000 0

合            計 395,899,682 123,802,896 272,096,786

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

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 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 14,744,539 0 14,744,539
合            計 14,744,539 0 14,744,539

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



別紙２

財務諸表に対する注記

（折居館拠点）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　　・満期保有目的の債権等―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
　　・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
　　・リース資産―なし
(3) 引当金の計上基準
　　・退職給付引当金―岩手県社会福祉法人が実施する民間社会福祉事業職員共済事業の社会福祉法人の負担す
　　　る掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。
　　・賞与引当金―なし
　　・徴収不能引当金―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
　当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
　（1）岩手県社会福祉協議会　　―民間社会福祉事業職員共済事業　　
　（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

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
　当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
　　(1) 折居拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
　　(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
　　　　ア　地域密着型小規模特別養護老人ホームまえさわ苑折居館
　　　　イ　グループホームまえさわ苑折居館
　　(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 47,735,500 0 0 47,735,500
建物 370,150,835 0 11,034,497 359,116,338

合            計 417,886,335 0 11,034,497 406,851,838

６．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
特別積立金の取崩し
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。
（1）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を4,444,079円取崩。
（2）特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

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）　　　　　　　　　　　　　　359,116,338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）　　52,460,000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 減価償却 当期末残高
累計額

建物（基本財産） 424,403,778 65,287,440 359,116,338
機械及び装置 8,292,150 3,108,108 5,184,042
車輌運搬具 7,224,177 7,224,174 3
器具及び備品 13,475,120 10,709,285 2,765,835

合            計 453,395,225 86,329,007 367,066,218

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

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 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 24,190,157 0 24,190,157
合            計 24,190,157 0 24,190,157



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



別紙２

財務諸表に対する注記

（まえさわ介護センター拠点）
１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　　・満期保有目的の債権等―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
　　・建物並びに構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
　　・リース資産―なし
(3) 引当金の計上基準
　　・退職給付引当金―岩手県社会福祉法人が実施する民間社会福祉事業職員共済事業の社会福祉法人の負担す
　　　る掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。
　　・賞与引当金―なし
　　・徴収不能引当金―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
　当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。
　（1）岩手県社会福祉協議会　　―民間社会福祉事業職員共済事業
　（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

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
　(1) まえさわ介護センター拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
　(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
　　　ア　短期入所事業
　　　イ　通所介護事業
　　　ウ　居宅介護支援事業
　　　エ　訪問介護事業
　　　オ　配食サービス事業
　(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 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．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
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。
　該当なし

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。
　該当なし

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 減価償却 当期末残高
累計額

車輌運搬具 1,750,000 1,351,875 398,125
器具及び備品 134,219 56,914 77,305
ソフトウェア 345,600 69,120 276,480

合            計 2,229,819 1,477,909 751,910

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

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 債権の
の当期末残高 当期末残高

事業未収金 27,845,199 0 27,845,199
合            計 27,845,199 0 27,845,199



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

合            計

１１．重要な後発事象
該当なし

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
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