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法人単位資金収支計算書
（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日　　　　第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目 劔uﾈ��蠅�決　算 俚x��穀�

事 假ｲ�?ﾂ�就労支援事業収入 ��X�3SS��3����15，216，544 ��ﾃ338�3CSb�障害福祉サービス等事業収入 涛H�3s3h�3����95，933，887 ���3�度�3ャr�

業 剏o常経費寄附金収入 塔CX�3����855，111 ����3����

活 剋�譌�ｧ配当金収入 �#h�3����40，066 ��H�3�cb�

動 に よ 凾ｻの他の収入 �(�3#嶋�3����2，349，759 鉄��3sS��

事業活動収入計（1） ���8�3CSX�3����114，395，367 涛C��33cr�

支 出 ��ﾈﾈ��因��61，691，000 田��3s�(�3鼎��－11，948 る 剋幕ﾆ費支出 度�3鉄��3����7，884，165 田X�3�3R�

収 剋末ｱ費支出 ��8�3����3����13，615，183 �#�8�3��r�

支 剌A労支援事業支出 ��X�3SS��3����15，456，285 涛8�3s�R�

事業活動支出計（2） 涛��3����3����98，658，581 鼎C��3C���

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） �14，355，000 ��X�3s3h�3sッ�1，381，786 

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ�固定資産売却収入 ��cX�3����165，310 �3���

施設整備等収入計（4） ��cX�3����165，310 �3���

支 出 侘Y.磯�蝌靖;韈因��4，069，000 滴�3�cx�3s���1，292 

施設整備等支出計（5） 滴�3�c��3����4，067，708 ���3#�"�

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） 凵|3，904，000 ��ﾃ8�3��(�33唐�1，602 

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ�積立資産取崩収入 �(�3#3��3����2，237，424 ��ﾃSsb�

その他の活動による収入計（7） �(�3#3��3����2，237，424 ��ﾃSsb�

支 出 ���x��蝌辷��12，350，000 ��(�33S��3�������弓 

その他の活動支出計（8） ��(�33S��3����12，350，000 ��

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）一（8） 凵|10，112，000 ��ﾃ���3��(�3Ssb�－576 

予備費支出（10） 剴��3����岳 ∃ 】 塔��3����

当期資金収支差額合計（1け＝（3）＋（6）＋（9）－（10） 剴#S��3����1，721，812 ���3Cs��3��"�

前期末支払資金残高（12） �3��3#�x�3涛��29，803，788 ��ﾃC�H�3#�"�

当期末支払資金残高（11）＋（12） �3��3Ccx�3涛��31，525，600 ���3�Sx�3c���



法人単位事業活動計算書
（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日　　　　第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目 劔9iD�7以亥｢�前年度決算 ��ﾘ��ﾋ��

サ 假ｲ�傭�就労支援事業収益 ��X�3#�h�3SCB�18，092，534 ��ﾃ(�3ピX�3涛��障害福祉サービス等事業収益 涛X�3�38�3ャr�96，379，870 ��ﾃCCX�3塔2�

1 ビ ス 剏o常経費寄附金収益 塔SX�3����981，465 ��ﾃ�#h�33SB�

サービス活動収益計（1） ���(�3��X�3SC"�115，453，869 ��ﾃ8�3CC��33#r�

費 用 ��ﾈﾈ���59，519，937岳 田(�3�CH�3�#��－2，524，992 活 剋幕ﾆ費 度�3ャH�3�cR�6，485，823 ���33嶋�33C"�

動 剋末ｱ費 ��8�3csx�33S��13，433，819弓 �#C8�3S3��

増 剌A労支援事業費用 ��h�3�s(�3c���18，958，448 ��ﾃ(�3sス�3イr�

減 剏ｸ価償却費 塗�3ゴ(�3s3��7，617，709 ��ﾃscH�3都��

の 部 剄糟ﾉ補助金等特別積立金取崩額 ��ﾃ8�3#c��3Sコ�－3，623，579 �3SH�3涛B�

サービス活動費用計（2） �����3�3��3#�r�104，917，149 ��ﾃH�3�s��3鼎"�

サービス活動増減差額（3）＝（1ト（2） �11，167，335巨10，536，720 �630，615 

サ 假ｲ�受取利息配当金収益 鼎��3�cb�48，627 ��ﾃ��3Sc��

l ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 �b�その他のサービス活動外収益 �(�33C��3sS��579，600 ���3ss��3�S��

サービス活動外収益計（4） �(�33��3�#R�628，227 ���3sc��3S唐�

費 用 �� ���� 

サービス活動外費用計（5） �� ��
サービス活動外増減差額（6）＝（4ト（5） �2，389，825 田#��3##r�1，761，598 

経常増減差額（7）＝（3）＋（6） 剴�8�3SSx�3�c��11，164，947 �(�33�(�3#�2�

特 假ｲ�傭�施設整備等補助金収益 田(�3�cr�】2，450，000 ��ﾃ(�3CS��3����固定資産受贈額 �169，400 ��ﾃ��x�3#32�

別 増 減 剏ﾅ定資産売却益 ��cX�33�����cX�33���

特別収益計（8） �##x�3Csr�2，619，400 ��ﾃ(�33���3�#2�

費 侘Y.磯�蝎HHｷ����X�Zｩ���56，616 ���56，615 

の 部 冽��国庫補助金等特別積立金積立額 �2，450，000 ��ﾃ(�3CS��3����

特別費用計（9） 鉄h�3c�b�2，450，001 ��ﾃ(�33�8�33コ�

特別増減差額（10）＝（8ト（9） �170，861 ��������c��33湯�1，462 

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） 剴�8�3s#��3�#��11，334，346 �(�33�8�3csR�

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢�鼎��3cC��3ゴ��44，815，513 ��｢����ﾃH�3�cX�3cSB�

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） �54，377，880 鉄h�3�C��3ゴ��－1，771，979 

基本金取崩額（14） � �� 

その他の頑立金取崩額（15） � �� 
その他の積立金積立額（16） �12，350，000 ��X�3S���3����－3，150，000 

r ト と　⊆ 　～ 1 ll 1l 

次期藤越活動増減差額（17）＝‾てi育‘司元）＋（15）－（16） �42，027，880 鼎��3cC��3ゴ��1，378，021 



法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在 第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資　　産　　の　　部 劔負　　債　　の　　部 

当年度末 ����7永b�増　　減 ��当年度末 ����7永h�ｩ�ﾘ����ﾋ��

流　　動　　資　　産 �3��3Scx�3S湯�38，147，401 鼎#��3�唐�流　　動　　負　　債 祷�3S���3�cR�10，735，188 ��ﾃ��3##X�3�#2�

現金預金岳 　　　E 事業未収金 �#(�3ツx�33�B�20，986，617 ��｢��｢���3ャ��3cビ�事業未払金 哉　　金 鳴��｢���h�33s��3cs��　】 　】 　1 7，578，163－ ��ﾃ��3�祷�3Cィ�

ヽ 未収補助金 貯蔵品 商品製品 原材料 前払金 ��X�3Cド�3S�"�16，643，712 ��ﾃ��3�Sx�3�#��呼員預り 賞与引当金 鉄���3#cb�671，318 ��ﾃ���3�S"�

67，500 5，942 18，840 47，272 74，149 鼎���3����(�3�3��#X�3ャ��cX�33�B��H�3�C��－341，400 3，004 －7，040 －18，042 60，109 �2，540，120 �(�3Cス�3s�r�54，413 

固　　定　　負　　債 度�3��X�33#��8，829，744 ��ﾃ��3s#H�3C#B�

退　職　給　付 引　当　金 度�3��X�33#��8，829，744 ��ﾃ��3s#H�3C#B�

負　債　の　部　合　計 ��h�3c�X�33コ�19，564，932 ��ﾃ(�3鼎��3SCr�

固　　定　　資　　産 �3���3C�H�33sr�304，987，675 塗�3C#h�3s�"�純　資　産　の　部 

基　　本　　財　　産 塔��3#���3s�R�84，170，195 ��ﾃ(�3鉄��3C���基　　　　本　　　　金 �#��3C���3都R�28，401，975 ��

建　　物 定期預金 塔��3#���3s�R���3����3����：83，170，195 1，000，000 ��ﾃ(�3鉄��3C���基　　　本　　　　金 �#��3C���3都R�28，401，975 ��

国庫補助金等 特別　積　立金 鉄��3�CH�3塔��i62，076，563 ��ﾃ8�3�3��3SsB�

そ　の　他　の 固　定　資　産 �#3��3�滴�3cc"�220，817，480 祷�33sx�3��"�国庫補助金等 特別積立金 鉄��3�CH�3塔��∃ 62，076，563 ��ﾃ8�3�3��3SsB�

建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 退職給付引当資産 特定積立 資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 移行時特別積立資産 工賃平均積立資産 資産の部合計 ���3S���3塔��X�3�s��3��R�2，342，408 5，582，444 ��ﾃsc��3C����ﾃC���3c3��そ　の　他　の 積　立　金 �#�H�3s���3sCr�192，441，747 ��(�33S��3����

特定積立 金 人件費積立金 修繕積立金 備品等積立金 移行時特別積立金 工賃平均積立金 �������3cc��3����8，210，000 �����CS��3����

2，534，545 �8�33���3�#R�－785，280 �41，350，000 �3��3cS��3����1，700，000 

3，904，190 �����H�3#Cx�3#3��－343，049 �67，500，000 田��3����3����6，500，000 

5，106，066　　4，054，073　　1，051，993 劔55，600，000 鉄��3����3����3，700，000 

7，105，320　　8，829，744 凵|1，724，424 �28，728，084 �#��3s#��3�ィ�

8，660，0008，210，000450，000 41，350，00039，650，0001，700，000 67，500，00061，000，000㌢6，500，000 劔2，953，663 �(�3鉄8�3cc2�

次期繰越活動 増　減　差　額 鼎(�3�#x�3ャ��40，649，859 ���33s��3�#��

次期繰越活動 増減差額喜42，027，880 （うち当期活動； 増減差額）∃13，728，021 】 】 純資産の部合計 　333，366，591 負債及び 純資産の部合計．349，981，976 �40，649，859 ���33s��3�#��

55，600，00051，900，000 28，728，08428，728，084 2，953，6632，953，663 349，981，976343，135，076 �3，700，000 l 2 〉 2 5 弓6，846，900 剴���333H�33Cb�3#8�3Ss��3�CB��｣3C8�3��#X�8�#sb�2，393，675 】 9，796，447 6，846，900 

脚注
1．減価償却費の累計額
2．うち国庫補助金累計額

213，828，170円

113，148，261円



財　　産　　目　　録

平成29年3月31日　現在 別紙4

（単位：円）
貸借対照表科目　　　　　　　l　　　　　　　　　場所・物量等　　　　　　　　　l取得年度l　　　　　　　　　　使用目的等　　　　　　　　　　【取得価額l減価償却累計領貸借対照表価 

Ⅰ資産の部 

1流動資産 

現金預金 　現金 侏ｸｾ�訷ｹitﾈﾘ"� ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B�i 塔��3����

普通預金 俾�棹ｾ(ﾗ8��nﾈ�迚5���蹂�C���ccr�－■－・▲－ ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B���21，262，160 

普通預金 事業未収金 障害福祉サービス等事業収益未収金 介護給付費収益未収金 俾�棹ｾ(ﾗ8��nﾈ�迚5���蹂�C���cSb�－ ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B��1，517，144 

小計 劔�#(�3ツx�33�B�

L l 】 鳴�報酬等　2月分、3月分 �� 嶋�3#店�3�3"�

自立支援給付費収益未収金 凵| 兩��9�(ﾈ饂ｨ��8ﾈ饂｢�����?｢��6，684，071 

その他の事業収益未収金 就労支援事業収益未収金 未収補助金 � 凉駅��)X�%8ｾ����丑��｢�7�99�ｹ�)LﾉHH��岔��ﾈｼh,�,r��394，000 113，489 

小計 劔��X�3Cド�3S�"�

強度行動障害者特別支援事業　3月分 ��－ 田x�3S���

貯蔵品 劍7�99�ｹ�)LﾉHIw����ﾈ�X�H���5，942 

商品・製品 � �7�99�ｹ�)LﾉHIw���"�18，840 

原材料 劍7�99�ｹ�)LﾉHIw����ｸ�ﾈ�ﾂ�47，272 

前払金 劍ﾇ碓Y]ｸ��{����ｦﾙ.延ｩ:ﾙ]ｸﾊ����������sH�3�C��

流動資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38，567，599 

2　固定資産 

（1）基本財産 

建物 定期預金 俾�棹ﾊynﾈ��9-)*ﾈ鬨�)YH��SyMI&�,ﾃx����c3��C�&訝�1982年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��,�,�+�.萎ﾈｼh����hｨ�靜ﾈ馼ｼh�｢�74，291，103 鼎X�3Ssx�3Sc"�28，713，541 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11　240．58r正 ��塔yD�7��第2種社会福祉事業　地域交流センター（就労支援事業B型 �#��3S�8�3�S��14，926，613 ��8�3Sド�3SCb�

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7　　342．15nf ��涛YD�7��第2種社会福祉事業　第二にっこり（就労支援事業B型 田��3����3C���23，191，772 �3x�3����3c#��

小計 劔塔��3#���3s�R�

滋賀銀行　野洲支店　No．48269523　　　　　　　　　l－　　　　ト社会福祉法人設立における基本財産　　　　　　　　　l－　　　　　L－ 劔���3����3����

基本財産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81，219，715 

（2）その他の固定資産 
建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 俾�棹ﾊynﾈ��9-)*ﾈ鬨�)YH��SyMI&�,ﾃx��#H�C'(+��1982年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��:佗ﾈ����hｨ�靜ﾈ馼ｼh�｢�3，500，000 �8�3C祷�3涛��1 

〝　　　　　　　　　　　32．4rd ��塔iD�7��第2種社会福祉事業　倉庫（生活介護事業） 塔cx�3S���867，499 ���

〝　24．84nf 　〝 　〝 JJ 滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11 ��塔僖�7��第2種社会福祉事業　簡易倉庫（生活介護事業） 鉄���3鉄��581，949 ���

1982年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��,�,�+�.萎ﾈｼh���6Hｴ9�ﾙOR�8，980，396 嶋�3塔��33迭�1 

1982年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��,�,�+�.萎ﾈｼh���~)&yeｹ�ﾙOR�12，700，000 ��(�3c祷�3涛��1 

1982年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��,�,�+�.萎ﾈｼh���ｸｹG)�X���i�ﾙOR�7，095，501 度�3�店�3S���1 

1987年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼi&闔hﾏ�zﾈ5ｨ985��ｹ6Hｴ9�ﾙOR������ｨ�Hﾋ������������������������2，000，000 ���3涛��3涛��1 

J／ 滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 JJ 　ル 　ル ／／ ��塔yD�7���涛YD�7��第2種社貫福祉事業地域交流センター冷暖房醗備 第2種社会福祉事業第二にっこり作業所電気設備 �8�33���3����x�3��H�3����3，299，999 7，003，999 �����

1995年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���i?�,�,�+�.萎ﾈｼh���~)&yeｹ�ﾙOR�6，148，443∈ 塗�3�C��3CC"�1 

1995年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���i?�,�,�+�.���ｸｹG)�X���i�ﾙOR�4，893，1571 滴�3ン8�3�Sb�1 

1995年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���i?�,�,�+�.萎ﾈｼh���4x8ﾈ7x�8自uｹ�ﾙOR�9，630，000 祷�3#CH�3s途�385，203 

2005年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��,�,�+�.萎ﾈｼh����8岔�Y;假9�Y�R�3，500，000 �(�33�H�3##R�1，195，775 

小計 劔���3S���3塔��

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 ��第2種社会福祉事業　にっこり作業所庭園外構築物一式 滴�333��3����4，329，999．　　　　　1 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11 剔�2種社会福祉事業　交流センター外構築物一式 �8�3S���3����3，499，999 ��8����������

作業所前グランド ��第2種社会福祉事業　カーブミラー　二面鏡¢600 ��祷�3S���119，700 都��3����

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 剔�2種社会福祉事業　突出し看板（パン営業） �#S��33���52，736 �#�X�3ScB�

国道8号線沿い 剔�2種社会福祉事業　突き出し看板（国道入口） ���X�3����21，437 塔8�3Sc2�

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 　　〝 　　〝 剔�2種社会福祉事業突き出し看板（事業案内） 第2種社会福祉事業スロープ 第2種社会福祉事業カーポート ��#(�3ゴ��H�3��(�3������3Cch�3C���】25，079 　558，612 　204，683 涛x�3ss��8�3CC8�33モ���3#c��3s�r�

小計 劔店�3�s��3��R�

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 JJ JJ 〝 JJ JJ J／ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 ��第2種社会福祉事業陶芸用土練機 第2種社会福祉事業陶芸用電気炉OEL－10型 第2種社会福祉事業ベルトコンベア一 第2種社会福祉事業カントーミキサーHMS－30 ���##��3����C嶋�3����cc��3S���c���3����219，9991 　1 　1 　1 

第2種社会福祉事業パイローラーPXA型 第2種社会福祉事業ミシンデラすす－B897ES 第2種社会福祉事業発電機マキタGS－2000A防音型 第2種社会福祉事業JUXlミシンT720型 第2種社会福祉事業空き缶圧縮機 第2種社会福祉事業クレイチシート万能調理器 都#��3���s#x�3涛���#Cx�3#��#Cx�3�涛��#�h�3����#�X�3涛����CH�3����CH�3ン���3c��3#3S3c��3#3C���38�3ピS�38�3ピC��

一－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5�987�6(4�5�4�485(�ｸ7h8ﾒ�111，510 �����3S��<X����������

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6x�ｸ4�4��ｸ7h98��DEh�ﾃCC�(�ﾄ$$$��4，797，450 滴�3s度�3CC��≡　　　　　　　1 

第2種社会福祉事業ヤンマー耕運機 　第2種社会福祉事業へ○ットホ寸トル粉砕器A68556286 　第2種社会福祉事業カントーミキサーHPト50 　第2種社会福祉事業きりっこminiSK－202S 　第2種社会福祉事業空き缶圧縮機スミレー18 　第2種社会福祉事業ミニモルダー．MM－230EB 】一第2種社会福祉事業ハクラスライサーA－70S ⊇一一第2種社会福祉事業ドゥコンディシ］ナートクトロールPDDl－S2K 剪蒼E 1諾23謡誹2…蓑器 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6�4H5(986h4(5h8x6��ｸ6x4�6x8ﾘ�ｸ8ｸ���DFﾈ�ﾅ3$ｲ�1，813，350il，049，324 �764，026 

小計 劔���(�3S3H�3SCR�

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 〝 JJ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 ��第2種社会福祉事業三菱キャンター滋賀45つ7851 第2種社会福祉事業いすゞェルフ滋賀45な826 第2種社会福祉事業日産キャラバン滋賀300め3243 ���ﾗ(-B�(�3scx�3#cR�2，717，649 1，658，999 2，767，264 �(��������ｨ����

第2種社会福祉事業日産キャラバン滋賀300め3244 第2種社会福祉事業日産クリッパー滋賀480き4711 と芸≡琵琶蓋…喜琵芸芸冒誓言崇とス霊芸…33言‡喜呂… 重土会福止業ヾ　5 �(�3scx�3#cR���3#���3鼎��8�3C���3�CR�(�3ャH�3涛��粛395，72主 

l第2種本会福手車タイハツアトレワコン滋賀80ひ5161 ∃芸…琵琵芸…喜話芸芸呂霊苦言；：ミご芸芸…3話芸…3； �(�3�C��3�c��8�33#H�3鼎����3����3S唐�2，041・167【1 740，352弓2，584，588 157，732■　923，866 

小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，904，190 

滋賀県野洲市辻町字画両面頭示す‾’、〉Ⅵ′」劇】」】 〝 〝 〝 〝 〝 JJ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〟 JJ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 ������9w�ﾊｸｬ��蚶cUu���c(顗��檠Y�8馼ｼiLﾉHI$冽�4ﾈ��8H5�5��ｲ��c(顗��檠Y�8馼ｼh6h5h88687h6X�ｸ7X8ｲ��c(顗��檠Y�8馼ｼi�旭ﾘ��<Y]ｸｬxﾌ��+8･x��ｩF佗ﾈ�8��ｮﾙ|ｨ�8ﾄ�*ｸ�99佛(48�hv8���h�h�%(��E%fﾈ�"�繁�c(顗��檠Y�8馼ｼh6h5h�85�8ｸ4ｨ8�8�4�認没幽�$蛮�%f��(�"���ｨﾇﾈ��ｩF�;iwy�(ﾇﾈﾇﾈ�h�h�x岑,Xﾇﾈ��ﾋ鞴�ｸ�$#��ﾅr��x��ﾇﾈ�9OｩF�9��8ｮﾉ�(ﾇﾈﾇﾈ,�?�ﾋ��il��987b��c(顗��檠Y�8馼ｼh4ｸ5虻ｹ9(ｮﾘ8ｸ6�45%86uc�c��4���c(顗��檠Y�8馼ｼhｸｹ9(ｮﾓ#�ﾘh6�5h8x6�8ｴux�ﾃ#�塘ﾒ��,c�S8�3�S"��s����3#����#ch�3ss���sX�3������8�3����#s��3�����ス�3C�������3����C���3�����S(�3鉄R�##h�3����#��8�3sS���3�#h�3�����｣��X�3S����#(�3ゴ����8�3S�����h�33�"��S��3����3�x�3�c��153，051 110，209 245，428 175，099 102，999 278，099 L185，399 ≧99，999 i茸…萱享 【106，311 当主語呂…冒 ������｣#��S3H���m｢���������ｦﾂ����ﾆﾂ�

第2種社会福祉事業　初雪氷削機　HF－700P �101，430 �����3C#��■　　　　　　　1 
ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��4X6�5�Xｽｹw�8ﾘ6(4ｨ�ｸ��4ﾈ�ﾃ���193，200 ��3��3cc��54，532 

i第2種社会福祉事業　イナバ物置 �1189，000 ��3X�3cCr�53，353 
－ ��y�c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985蒭4x4�5(98��5��84(4ﾈ955･e����DX��3Ch�3S����｢��3Ch�3C涛���������

1第2種社会福祉事業交流センタNエアコンタヾィキンSZVP56ATi315，000 ．1芸≡還琵雲…書琵芸墓…三≡；。≡罠と：≡霊慧S∃………；……§ 剴3�H�3涛��cォ�3涛���祷�3��B�Ssx�CC湯�；… 1 



財　　産　　目　　録

平成29年3月31日　現在 別紙4

（単位：円）
貸借対照表科目 ��ｨ��YZ榎ｩ9��取得年度 俶yw�mｩ4�9��取得価額 侏��霍�}ﾘﾇhｷ�什�ﾘ妺�顰iUﾈ幵�

退職給付引当資産 �8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ��茲�ｨ���8ｲ�8ｲ�ｨ���､｢�ｨ���8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�､｢�､｢�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�､｢�ｨ���､｢������－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6I�(ｴ�EDﾃ�$H�ﾃ�H�付��｢�525，000 鉄#H�3涛��1 

・－一一・・－・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6I�(ﾏ�ｫxｴ��315，000 �3�H�3涛��R�1 

・－－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6Hｴ87H8�488H�ｸ��Dh�ﾃ�#�T$B�340，200 �3C��3�湯�1 

■－．－－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��_ｩ�x4�987h��D��ﾃ#�#��270，900 �#s��3ン��1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�5ﾈ5(98��ﾔ�7��ﾆﾆ�&Vﾇ7f�7F��230，000 �##��3涛�����������������

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(98��5��8484ﾈ98��5､5��C��"�609，000 田���3涛�����������������

一・■ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7h8ｨ985��ｸ��4ﾈ886ﾘ94ﾄ%��ﾃ3塔��116，000 ���X�3涛�����������������

ll．・．・・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�5ﾈ5(98��8ﾈ�G匁�&�ｵCC2�115，500 ���X�3C祷����������������

・－・■・．・．■・一・■一・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(98��5���484ﾈ9533dﾕE%8�ﾅr�199，500 ��祷�3C祷��������������

－．－■－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��駟k��4x4�5(98��5���4(4ﾈ98��5･､3��$�b�525，000 鉄#H�3涛���������������

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7h8ｨ985��ｸ��4ﾈ886ﾘ98��ﾄ%��ﾃツ#�b�132，000 ��3��3涛��1 

一・・・■ll．・．■ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�5ﾈ5(98��腟5�8�ﾄﾔｳ3$ﾔﾅ･D乃､"�130，200 ��3��3�祷��������������

・－■・・■－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��駟�ｩ&ｸ�4x4�5(98��5�.(4(4ﾈ98��3#�D5�2�157，500 ��C��3�CH����������3CSb�

第2種社会福祉事業旧事務所エアコンタ◆ィキンSZZC80BBV 第2種社会福祉事業冷蔵庫ホシさすヾキRFC－120CZ3 第2種社会福祉事業包丁まな板殺菌庫MCF－034 �504，000 599，550 136，500 鼎sh�3鉄"�S#X�3cS���3h�3C湯�－27，048 73，899 1 

第2種社会福祉事業ガスレンジMGRX－156D 第2種社会福祉事業食器洗浄機MDRTR6 �33H�3鉄��3s��3�S��334，949 379，049 �����

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���馥ｸ4x4�5(98��uｸ��4(4ﾈ98��5･､��C�$"�451，500 �3sx�3����74，500 

－■・・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���7ｨ5h5Iuﾈ4ﾈ���6s�#�｣2�660，240　　　496，170 �164，070 

第2種社会福祉事業　冷蔵庫　ホシすすキ　HR－120Z �514，626　　　386，739 �127，887 

第2種社会福祉事業　冷蔵庫　ハ○ナたック　NR－ETR436－H �132，969　　　　99，922 �33，047 
ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh�����Xｮﾘ�����ｸ6�5ﾈ6ｨ6(4���Dｸ�ﾄ�#C��ﾅ2�136，000　　　122，400 �13，600 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��Gｩ�h棈��7ﾘ8ｸ5ｩ��98��ufﾔ��ﾃ#u2�178，500 ��c��3cS��17，850 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾞﾈｼh��4x4�5(98��5�.(484ﾈ98��5･､3#��4��936，250 田S��3Cs��284，780 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾞﾈｼh�(4x4�5(98��5���4(4ﾈ98��5･､3#��4��936，250 田S��3Cs��284，780 

一－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh����;�4x4�5(98��5��84(4ﾈ98��5･､3�C�4�2�551，250　　　383，575 �167，675 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh����;�4x4�5(98��5�.(4(4ﾈ98��5･､3�C�4�r�551，250 �3�8�3SsR�167，675 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(98��5��ｸ484ﾈ98��5･､3�C�4��525，000　　　365，312 �159，688 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��幽鄕6X8ﾈ7(��6��ｸ6�5ﾈ6ｨ6(4���D��ﾄﾃCtECR�306，800 �#S��3SS2�56，247 

・．lll．・．・－・・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6�4X8ｨ5(98��腟4ﾖ�FTﾔﾄﾔｳ#番ﾅ､��ｦﾄb�144，900 ��#h�3sビ�18，113 

－・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���I�8ｮﾘ��?ｩzx��$H�ﾅcSS��"�197，000 �����3C3��95，562 

－．・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�5ﾈ5(98��腟4ﾖ�FTﾔﾅ�8�ﾄﾔｳ3Dﾂ�127，440 都H�33C��53，100 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���蕀T���ﾕ(�ﾄ#C%��159，000 鉄8�3��b�105，894 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6Hｴ8孳�Xｮﾘ���ﾈ���6�5ﾈ6ｨ6(4���T��ﾘ�ﾄゴ��184，197 鉄��3鉄b�125，241 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh�����Xｮﾘ��6��ｸ6�5ﾈ6ｨ6(4���Dｸ�ﾄ�#S��ﾅ2�153，640 鼎��3�sR�104，465 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���7ｨ5h+x+x4ﾈ���6sc5｢�378．000 田8�3�#b�314，874 

－・■・．・・■ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5h8x�ｸ5��ｸ5���7ｨ5h5Iuﾈ4ﾈ��54(�ﾃs�5C"�121，000 �#��3#�r�100，793 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh����h5ﾈ5(98��腟8��ﾖ�FU�8�ﾄﾔｳ34ﾅ､ﾓ�R�178，200 �#8�3sc��154，440 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��$i��;�4x4�5(98��5���4(4ﾈ98��5･$3c4$�dr�507，600 ��H�3�#��493，472 

－▲－－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6��98ﾔ影ｸ4x4�5(98��5���4(4ﾈ98��5･$3�C�$�r�675，000 ����3sビ�656，213 

・－－・■－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6覃98ﾔ影ｸ4x4�5(98��5�.(4(4ﾈ98��5･$3�C�$�r�675，000 ����3sビ�656 �#�2�

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���9k��4x4�5(98��5�.(4(4ﾈ98��33eEDe�8�ﾅr�172，800 滴�3����167 涛���

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7h8ｨ985���W俶ﾘ,X8ﾘ6(4�5���F�7S3����129，470 滴�33�R�125 ��SR�

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6��ｸ5ﾈ5(98��腟4ﾖ�FU�8�ﾄﾔｳ3tﾄﾅ･��149，040 滴�3田��144 ��s"�

小計 劔店�3��b�066 

独立行政法人福祉医療機構 ��第2種社会福祉事業　退職給付引当資産として �� 度�3��R�320 

特定積立資産 亊i�ﾈ4��ｸ6���98ｾ(ﾗ8��.葦ｩv�ｾ���蹂�C3cc����c(顗��檠Y�8馼ｼh��ｯ�WHｾ���r��8，660，000 

人件費積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ8��.葦ｩv�ｾ���蹂�C#S�鼎S#b���c(顗��檠Y�8馼ｼh���X醜,ﾈ�ｿh,偖ｸ,H.�+�,h/�mｩ4��－－－．▲ �41，350，000 

修繕積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ8��.葦ｩv�ｾ���蹂�CC�#c�3コ���c(顗��檠Y�8馼ｼh���Xｴｹlﾘ�9�X/�mｩ4��・－－．■・－・・ �67，500，000 

備品等購入積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ8��.葦ｩv�ｾ���蹂�CCツ�S�3����c(顗��檠Y�8馼ｼh��Z鰻�,ﾈﾗy?ﾈ/�mｩ4�� �55，600，000 

移行時特別積立資産 筈�*�*H-ﾙW域ﾙE�hｺi:��xﾘx��.葦ｩv�ｾ���蹂�C�Cゴc������c(顗��檠Y�8馼ｼh����ID�7����,ﾈ初9hｾ���28，728，084 

工賃平均積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ8��X�,ｩv�ｾ���蹂�C���ccr�－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��y駅��(ﾔ�,�,ﾉ^)5X/�mｩ4����ﾂ�2．953，663 

その他の固定資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230，194，662 

固定資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　311，414 劔劍�33sr�

資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　349，981 劔劍�3都b�

Ⅱ　負債の部 

1流動負債 

事業未払金 職員預り金 賞与引当金 �� �� ��6，378 591 2，540 田s��#cb��#��

流動負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，510 劔劍�3�cR�

2　固定負債 

退職給付引当金　　　　　　　　　　】独立行政法人福祉医療機構　　　　　　　　　　　1－　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l－　　　i－　　　【7，105，320 

固定負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，105，320 

負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16，615，385 

差引細管産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　333．366．591 



別紙1

計算書類に対する注記

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）棚卸資産の評価方法
・最終仕入原価法に基づく原価法により評価する

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産並びに無形固定資産…定額法

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の基準により計算した額を計上

・賞与引当金…職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により当期の負担分を計上

する

3．重要な会計方針の変更
・今年度より、平成28年に定められた社会福祉法人会計基準に移行した

4．法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める給付制度及び一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員

共済会に定める給付制度を採用している

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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）社会福祉事業における法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）社会福祉事業における事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点が1つのため作成していない

（4）社会福祉事業の1つの拠点における内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（5）社会福祉事業における附属明細書（別紙①～⑲）

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・悠紀会拠点区分（社会福祉事業）

ア）法人本部

イ）生活介護事業　にっこり作業所

り）就労継続支援事業B型　第二にっこり作業所



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 ���ｩih�8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

建物 塔8�3�s��3�迭�0 �(�3鉄��3C���⊆　80，219，715 

基本財産特定預金 ���3����3����0 ���1，000，000 

合　　　　　　計 塔H�3�s��3�迭�0 �(�3鉄��3C���81，219，715 

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

該当なし

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 侏��霍��}ﾘﾇhｧ｢�当期末残高 

建物（基本財産） ��c8�3��X�3cc"�83，695，947 塔��3#���3s�R�

建物（その他の固定資産） 滴�3鼎��3CS��4，949，447 �2�

建物附属設備 田X�3#S��3C途�63，670，511 ���3S���3塔b�

構築物 ��8�3塔H�3�S��8，812，245 店�3�s��3��R�

車輌運搬具 �#H�3ピ��3c#r�20，966，437 �8�3��H�3����

器具及び備品 �#��3涛��3SS��16，893，492 店�3��h�3�cb�

機械及び装置 ��h�33ch�3��b�13，831，571 �(�3S3H�3SCR�

無形固定資産 ���3����3S#��．1，008，520 ���

合　　　　　　計 �3�(�33CX�3C���213，828，170 涛��3S�x�33���

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）
i債権額 」 �*X�W9Eﾈ初9hｾ��,ﾉ9hｯｩih�8ﾘ"�債権の 当期末残高 

該当なし �� ��

合　　　　　　計 �� ��



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）
痙類及び銘柄 �*�^ｸ廁ｧ｢�時　　価 儷ﾘ廂��b�

該当なし �� ��

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） 

種類 囘��ﾂ�9�,ﾂ�kﾈ��住所 倬�蝎�ﾘｧ｢��｢�事業の 内容又 【は職業 亳8ﾈ位��,ﾈ�tﾂ�ｨHﾘr�関係内容 剋謌�ﾌ 内容 偃h処ｾ�ｧ｢�科目 弍ｩih�8ﾘ"�

度 倬hｼh�2�,ﾈｭhﾅr�
該当なし �� �� �� �� �� 

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



監　査　報　告　書

平成29年（2017年ト㌻月Jク日

監事ノ笥

監事月夜

社会福祉法人　悠紀会

理事長山田兵右衛門様

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の

執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1監査の方法およびその内容

（1）実施日時：碑ユダ＿厚　子月　∂

教亘主項
日　／ J時∂β分～／、fl時

（2）実施場所：名　称（

所在地（
（3）立会人等：役職名（ （ム団塊追徴門

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも

に、理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しまし

た。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告およびその附属明細書）につい

て監査いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算

書類およびその附属明細書）および財産目録について監査いたしました。

2　監査意見

（1）監査結果 不認定

事　　　　項 �8����ﾊ��指　摘　事　項 儖Xﾖﾂ�

理　事　の　業　務　執　行　状　況 ��"�4ｹ�9N�.�� ��

法　人　の　財　産　管　理　状　況 �4ｸ鉅��X.ｲ� ��

法人および施設の業務執行状況 ��"�7(�9?�ﾔｸ*B� ��

法人および施設の会計状況 ��螽ｮ2� ��

そ　　　　　　の　　　　　　他 �� ��

監　査　項　目　の　内　容 兔ｨ鑄,ﾈ,h*�.��

〔記載上の注意事項〕

※意見欄は、「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。

孝
顔

分）））やグ


