
社会福祉法人小羊学園 平成 27 年度 

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 

該当なし 

（２）固定資産の減価償却の方法 

①建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品 

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に

取得したものについては定額法によっている。 

②ソフトウェア 

定額法によっている。 

③有形リース資産 

リース期間定額法によっている 

（３）引当金の計上基準 

①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。 

②退職給付引当金 

一般財団法人静岡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。 

（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 

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度 

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に加入してい

る。 

（２）民間退職共済制度 

一般財団法人静岡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。 

 

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分 

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。 

（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）拠点区分別の内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式） 

（３）拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式） 
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（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容（すべて社会福祉事業） 

ア 法人本部 拠点 

イ 浜松北児童会計 拠点 

・三方原スクエア児童部 （児童入所） 

・三方原スクエア児童部 （短期入所） 

ウ 浜松北会計 拠点 

・三方原スクエア成人部 （施設入所） 

・三方原スクエア成人部 （生活介護） 

・温心寮   （グループホーム） 

・小羊デイケアホーム （生活介護） 

・ぱるしあ   （放課後等デイサービス） 

エ 浜松中会計 拠点 

・ぱぴるす   （児童発達支援） 

・ぱぴるす   （放課後等デイサービス） 

・アグネス   （相談支援） 

オ 浜松南会計 拠点 

・マルカート  （生活介護） 

・ドルチェ   （放課後等デイサービス） 

・第二ドルチェ  （放課後等デイサービス） 

・アグネスみなみ  （障害児相談） 

・アグネスみなみ  （一般相談） 

・アグネスみなみ  （特定相談） 

カ 浜北会計 拠点 

・支援センターわかぎ （施設入所支援） 

・支援センターわかぎ （生活介護） 

・支援センターわかぎ （短期入所） 

・ひまわり   （グループホーム） 

・オリーブの樹  （生活介護） 

・オリーブの樹  （就労継続Ｂ） 

・わかな   （放課後等デイサービス） 

キ 静岡会計 拠点 

・つばさ静岡  （医療型児童入所・療養介護） 

・つばさ静岡  （短期入所） 

・わたぐも   （生活介護） 

・たんぽぽ   （児童発達支援） 

・たんぽぽ   （放課後等デイサービス） 

・アグネス静岡  （相談支援） 

 

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。         
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（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 1,141,359,347 114,914,482 0 1,256,273,829

建物 1,842,950,105 880,560,567 139,713,046 2,583,797,626  

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 

         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。また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（１年以内返済予定額を含む）      （単位：円） 

借入先 拠点区分 借入金残高 使途 担保資産種類 担保資産金額 

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構 

浜松北 145,730,000 建築取得 
基本財産土地 

    建物 

105,605,642 

538,395,178 

浜北 217,512,000 建築取得 
基本財産土地 

    建物 

121,982,453 

690,322,997 

静岡 

162,000,000 建築取得 
基本財産土地 

    建物 

864,253,180 

1,007,895,535 
静岡県 653,340,000 土地取得 

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） 

資産名 取得価額 減価償却累計 期末帳簿価額 備考
建物 (基本財産) 3,688,162,041 1,104,364,415 2,583,797,626

建物 (その他） 34,372,519 11,282,086 23,090,433 建物付属設備含む

構築物 112,334,066 20,762,114 91,571,952

車両運搬具 79,801,836 63,104,890 16,696,946

器具・備品 182,072,729 149,159,243 32,913,486

機械・装置 21,433,222 5,358,304 16,074,918

その他 4,263,840 213,192 4,050,648 ソフトウエア・敷金礼金

無形固定資産 3,910,140 1,787,468 2,122,672

合計 4,126,350,393 1,356,031,712 2,770,318,681  

 

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 358,052,241 0 358,052,241

未収金 320,345 0 320,345

合計 358,372,586 0 358,372,586  

１１．満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価、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況を明ら

かにするために必要な事項       該当なし 


