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法人単位資金収支計算書
（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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 ��h�3C�X�3����16，154，632 ��ﾃ#c��33c��障害福祉サービス等事業収入 �����33#(�3����100，882，537 鉄c��3S3r�

業 剏o常経費寄附金収入 都S��3����752，623 �(�3c#2�

活 剋�譌�ｧ配当金収入 �#h�3����23，319 ��ﾃ(�3c���

動 に よ 凾ｻの他の収入 �(�3��H�3����2，806，622 �(�3c#"�

事業活動収入計（1） ��#��33�x�3����120，619，733 �3�(�3s32�

支 出 ��ﾈﾈ��因��62，502，000 田(�3S�h�3#cb�－4，266 る 剋幕ﾆ費支出 度�3�C��3����7，111，517 �#��3C�2�

収 剋末ｱ費支出 ��8�3CC��3����13，338，482 ���(�3S���

支 剌A労支援事業支出 ��h�3C�X�3����16，392，657 �#(�33C2�

事業活動支出計（2） 涛��3C嶋�3����99，348，922 ��C��3�s��

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） �20，819，000 �#��3#s��3����451，811 

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ� �� ��

施設整備等収入計（4） ���0 ���

支 出 侘Y.磯�蝌靖;韈因��1，321，000 ���3�Sh�3����164，990 

施設整備等支出計（5） ���33#��3����1，156，010 ��cH�3涛��

施設整備等資金収支差額（6）＝（4ト（5） 凵|1，321，000 ��ﾃ��3�Sh�3����164，990 

そ の 他 假ｲ�?ﾂ�サービス区分間繰入金収入 塔���3����800，000 ���

その他の活動による収入計（7） 塔���3����800，000 ���

支 出 ���x��蝌辷��19，050，000 ����3�S��3����0 

の 活 動 に よ る 収 支 刄Tービス区分間繰入金支出 塔���3����800，000 ���

その他の活動支出計（8） ����3ゴ��3����19，850，000 ���

その他の活動資金収支差額（9）＝（7ト（8） 凵|19，050，000 ��ﾃ���3�S��3����0 

予備費支出（10） 剴�S��3��������－ ��S��3����

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9ト（10） 剴#度�3����1，064，801 都cx�3����

前期末支払資金残高（12） �3��3S#X�3c���31，525，600 ���

当期末支払資金残高（11）＋（12） �3��3�#(�3c���32，590，401 都cx�3����



法人単位事業活動計算書
（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目 劔9iD�7以亥｢�前年度決算 ��ﾘ��ﾋ��

サ 假ｲ�傭�0074就労支援事業収益 ��h�3�SH�3c3"�15，216，544 涛3��3�モ�0075障害福祉サービス等事業収益 �����3ャ(�3S3r�95，933，887 滴�3鼎��3cS��

l ビ ス �0089経常経費寄附金収益 都S(�3c#2�855，111 ��ﾃ��(�3Cモ�

サービス活動収益計（1） ���x�3s��3s�"�112，005，542 店�3sォ�3#S��

費 用 ����Y�ﾈﾈ���62，562，439 鉄��3S���3�3r�3，042，502 活 �0016事業費 度�3����3S�r�7，884，165 ��ﾃss(�3cC��

動 �0017事務費 ��8�33�8�33���13，677，350 ��ﾃ#ォ�3�C��

増 �0018就労支援事業費用 ��x�33�X�3都B�16，172，601 ���3�C8�33s2�

減 �0027減価償却費 塗�3��8�3�#R�6，852，739 ��ﾃsc��3c�B�

の 部 �0028国庫補助金等特別積立金取崩額 ��ﾃ(�3田8�3鼎B�－3，268，585 �3�H�3cC��

サービス活動費用計（2） ���8�3S�(�3C#��100，838，207 �(�3ccH�3#�2�

サービス活動増減差額（3）＝（1ト（2） �14，287，372 ����3�cx�333R�3，120，037 

サ 假ｲ�0093受取利息配当金収益 �#8�33���40，066 ��ﾃ�h�3sCr�

l ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 �b�0098その他のサービス活動外収益 �(�3��h�3c#"�2，349，759 鼎Sh�3ツ2�

サービス活動外収益計（4） �(�3�#��3鼎��2，389，825 鼎C��3��b�

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） �2，829，941 �(�33��3�#R�440，116 

経常増減差額（7）＝（3）＋（6） 剴�x�3��x�33�2�13，557，160 �8�3Sc��3�S2�

特 假ｲ�傭�0103固定資産受贈額 �#�8�3�#r�����3����62，167 ��S��3cc��0104固定資産売却益 �165，310 ��ﾃ�cX�33���

別 増 減 �0107サービス区分間繰入金収益 剴����3����
～特別収益計（8） ���3��8�3�#r�227，477 都ド�33S��

費 ���C(ﾌY.磯�蝎HHｷ����X�Zｩ���800，000 鉄h�3c�b�－56，616 

の 部 冽��0048サービス区分間繰入金費用 剴����3����

特別費用計（9） 塔���3����56，616 都C8�33ィ�

特別増減差額（10）＝（8）－（9） �213，827 ��s��3ツ��42，966 

当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） 剴�x�333��3�C��13，728，021 �8�3c�8�3����

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢�鼎(�3�#x�3ャ��40，649，859 ���33s��3�#��

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） �59，359，020 鉄H�33sx�3ャ��4，981，140 

基本金取崩額（14） � �� 

その他の積立金取崩額（15） �28，728，084 ��28，728，084 

その他の積立金積立額（16） �47，778，084 ��(�33S��3����35，428，084 

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） �40，309，020 鼎(�3�#x�3ャ��－1，718，860 



法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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b�増　　減 

0001流　　動　　資　　産 �3��3塔��3C�B�38，567，599 ���3C#��3��R�0006流　　動　　負　　債 祷�3ンH�3����9，510，065 �3ォ�3sCb�

1111現金預金 1131事業未収金 1133未収補助金 1141貯蔵品 1151商品製品 1153原材料 1162前払金 �#8�3�SX�3�3��22，867，304 ��ベ�3�3R�2112事業未払金 2133職員預り金 2152賞与引当金 塗�3#cH�3�Sr�6，378，679 ��ﾃ��H�3c#"�

16，459，300 ��X�3Cド�3S�"�972，708 �1，034，461 鉄���3#cb�443，195 

162，000 21，767 19，640 58，088 212，480 田x�3S���X�3鼎"����3イ��Cx�3#s"�sH�3�C��94，500 15，825 800 10，816 138，331 �2，596，293 �(�3SC��3�#��56，173 

0007固　　定　　負　　債 度�3c#h�3�#��7，105，320 鉄#��3����

2321退　職　給　付 　引　当　金 度�3c#h�3�#��7，105，320 鉄#��3����

負　債　の　部　合　計 ��x�3S#��3�3��16，615，385 涛�X�3SCb�

0002固　　定　　資　　産 �3#H�3c�8�33�R�311，414，377 ��8�3�ヨ�3�3��純　資　産　の　部 

0003基　　本　　財　　産 都��3#c��3#3R�81，219，715 ��ﾃ(�3鉄��3C���0009基　　　　本　　　　金 �#��3C���3都R�28，401，975 ��

1212建　　物 1221定期預金 都x�3#c��3#3R���3����3����80，219，715 1，000，000 ��ﾃ(�3鉄��3C���3111基　　　　本　　　　金 �#��3C���3都R�28，401，975 ��

0010国庫補助金等 　特　別　積　立　金 鉄H�3S���3�Sb�58，144，989 ��ﾃ8�3c#h�3�32�

0004そ　の　他　の 　固　定　資　産 �#Ch�333H�3����230，194，662 ��h�3�3��3C���3211国庫補助金等 　特別積立金 鉄H�3S���3�Sb�58，144，989 ��ﾃ8�3c#h�3�32�

1312建物 1313構築物 1314機械及び装置 1315車輌運搬具 1316器具及び備品 1322ソフトウェア 1329退職給付引当資産 1332特定積立 資産 1219人件費積立資産 1220修繕積立資産 1226備品等購入積立資産 1227移行時特別積立資産 1228工賃平均積立資産 資産の部合計 ���3����3C���H�3sc��3�cb�1，580，989 5，171，805 ��ﾃC���3C湯��ﾃC���3c3��0011そ　の　他　の 　積　　立　　金 �##8�3イ��3sCr�204，791，747 ����3�S��3����

3221特定積立 金 3222人件費積立金 3223修繕積立金 3224備品等積立金 3225移行時特別積立金 3226工賃平均積立金 祷�3����3����8，660，000 �3S��3����

1，761，574 �(�3S3H�3SCR�－772，971 �48，850，000 鼎��33S��3����7，500，000 

2，682，799 �8�3��H�3����－1，221，391 �82，931，000 田x�3S���3����15，431，000 

3，992，266 487，918 7，626，120 9，010，000 48，850，000 店�3��h�3�cb�x�3��X�33#����3cc��3����C��33S��3����－1，113，800 487，918 520，800 350，000 7，500，000 �80，097，084 2，953，663 鉄X�3c���3����#��3s#��3�ィ�(�3鉄8�3cc2�24，497，084 －28，728，084 

0012次期繰越活動 　増　減　差　額 鼎��33���3�#��42，027，880 ��ﾃ��3s���3ツ��

3311次期繰越活動 増減差額 3312（うち当期活動 増減差額） 純資産の部合計 負債及び 純資産の部合計 鼎��33���3�#��42，027，880 ��ﾃ��3s���3ツ��

82，931，000 80，097，084 2，953，663 364，591，729 田x�3S���3����SX�3c���3����#��3s#��3�ィ�(�3鉄8�3cc2�3C��3塔��3都b�15，431，000 24，497，084 －28，728，084 14，609，753 �17，331，140 347，070，798 364，591，729 ��8�3s#��3�#��338�33ch�3S���3C��3塔��3都b�3，603，119 13，704，207 上4，6帆753 

脚注
1．減価償却費の累計額
2．うち国庫補助金累計額

220，018，310円

116，775，194円



財　　産　　目　　録

平成30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　取得年摩l　　　　　　　　　　使用目的等　　　　　　　　　　　貞　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� ��101，000 

普通預金 俾�棹ｾ(ﾗ8��nﾈ�迚5���蹂�C���ccr�－－ ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B� ��X�ﾈ�ﾈ�H�X�H���21，437 �3�R�

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 立支‘イ益金 俾�棹ｾ(ﾗ8��nﾈ�迚5���蹂�C���cSb�－ ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B���ｲ�1，516 塔3B�

小計 劔�#8�3�SR�139 

報酬等2月分、3月分 　等　月分3月分 �� 祷�3�s(�3ツR�

自＼援給寸費収未収 その他の事業収益未収金 凵[ 兩����"�y駅��)X�%8ｾ����丑��｢�－・▲－ ��6，864，657 429，300 

就労支援事業収益未収金 未収補助金 貯蔵品 凵| �7�99�ｹ�)LﾉHH��岔��ﾈｼh,�,r�－ �92，478 

小計 劔��h�3CS��33���

強度行動障害者特別支援事業3月分 パン製造販売用 �� ��c"�#��000 767 

商品・製品 原材料 � �7�99�ｹ�)LﾉHIw��7�99�ｹ�)LﾉHIw�� ��19 58 田C���モ�

前払金 劍ﾇ碓Y]ｸ��{����ｦﾙ.延ｩ:ﾙ]ｸﾊ����－ ��ﾂ�212 鼎���

流動資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39，988 劔剴C�B�

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�'&B�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h�3��H�3����27，376，302 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11　240．58nf ��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��15，439，849 ��8�3�s2�310 

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���24，291，777 �3h�3����623 

小計 劔都x�3#c��235 

滋賀銀行　野洲支店　No．48269523　　　　　　　　　】－　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l－　　　　l一 劔���3����000 

基本財産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78，269 劔剴#3R�

（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'&B�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 

JJ　　　　　　　　　　　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 ���

〝　24．84rげ 　〝 　〝 　〝 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 987年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼi&闔hﾏ�zﾈ5ｨ985��ｹ6Hｴ9�ﾙOR��c(顗���Y�8馼ｼi&闔hﾏ�zﾈ5ｨ��5��ｹ~)&x����了OR�2，000，000 3300000 ���3涛��3涛��3��1 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 JJ JJ 　〝 　〝 ����涛YD�7��　　7言　　　　しン′　　屏巨又 第2種社会福祉事業第二にっこり作業所電気設備 度�3��H�3����，29，999 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�4，893，157 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-h.(自uｹ�ﾙOR�9，630，000 祷�3C3x�33澱�192，604 

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 �(�3S�(�3�#R�987，875 

小計 劔���3����3C���

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 ���

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 ���

作業所前グランド 剔�2種社会福祉事業　カーブミラー　二面鏡◎600 ��祷�3S���139，650 鉄��3ゴ��

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���65，651 ���(�3cC��

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����26，687 都��，313 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 　JJ 　　〝 剔�2種社会福祉事業　突き出し看板（事業案内） ��#(�3ゴ��31，221 湯�，629 
一－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5�8ﾘ�ｸ7b�4，002，000 塔#h�3sCb�3，175 ��3#SB�

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��4ｨ�ｸ7ﾈ�ｸ6r�1，466，400 �3�(�3�3��1，163 ��3Cc��

小計 劔滴�3sc��，166 

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　陶芸用土練機 �##��3����219，999 ���
ル ル JJ JJ JJ ／J JJ JJ JJ ／／ J／ ル ル ル ル JJ J／ JJ J／ JJ ��ﾂ�第2種社会福祉事業　陶芸用電気炉　OEL10型 鼎嶋�3����498，107 ���

－－－■・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh7�8ｸ6x5(987�4�爾������Y�8馼ｼh4ｨ��6x�ｸ,H5H�ｲ�669，500 田c��3C湯�1 

ー－ ��c(顥������98��4ﾈ���8�ﾃ3���c(顗��檠Y�8馼ｼh7�488ﾘ�ｸ8��ｵ���ﾅ��680，000 728，000 田s��3涛��s#x�3涛��1 1 

・．・・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�5h98��7X8�5H�ｨ耳��+S鍍U2�247，200 �#Cx�3�湯�1 

・．■・．■・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��Jﾙ6Hｴ���7ﾘ4ﾈ5���u8�ﾃ#����f�佛��206，000 �#�X�3涛��1 

・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼd･Tｴ�7�5h98��Cs#�ﾅ��144，900 ��CH�3ン��1 

・－■・・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ｿ8*ｸｬｨ�8�ｴ��368，235 �3c��3#3B�1 

－・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��4�8ﾈ486�5h�ｸ6yiﾉEﾉ+)yﾘｮﾒ�133，875 ��38�3ピB�1 

－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5�987�6(4�5�4�485(�ｸ7h8ﾒ�111，510 �����3S���1 

第2種社会福祉事業トークオープンTDV－4402－BBBA 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◆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 滴�3s度�3CS��3s(�3sS��S��3�S����3#c��3����3�H�3����C祷�3S3��4，797，449 372，749 502，356 1，176，000 243，200 321，701 �����ド�3c釘�ォ�3����c��3�����sx�3�3r�

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�6ｨ8(8ｸ5��ｸ��ﾔﾘ�ﾃ#3�T"�690，900 鉄�X�3ツb�175，034 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6�4�8�5�8�485H�ｸ����ﾃs�2�218，400 ��c8�3�cb�55，334 

－－－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6�4H5(986h4(5h�ｩ?�6x6x4�6x8ﾘ�ｸ8ｸ���DIfﾕ3$ｲ�1，813，350 ���3#S(�3C���560，931 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6�4H5(986h4(5h8s��ﾈ6x4�6x8ﾘ�ｸ8ｸ���DFﾈ�ﾅ3$ｲ�1，813，350 ���3#S(�3C���560，931 

小計 劔���3sc��3SsB�

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 JJ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 ��ﾂ�第2種社会福祉事業　三菱キャンター　滋賀45つ7851 �(�3s�x�3cS��2，717，649 ���
ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh*(+x�X4h8ｸ7H��椒CX,ャ#b���顗���Y�8馼ｼi?ｨ蝌4ﾈ����h��椒3��-�3#C2�1，659，000 77　5 ���3cS��3涛��1 

－．・■－－ ��c#x蓼����8H7H6ﾘ92��c(顗��檠Y�8馼ｼi?ｨ蝌4ﾈ888�6�98��椒3��-�3#CB�顥6ﾔ�Y�8馼ｼi?ｨ蝌4�8ｨ�X�8�ﾈ��C��Cr�2，6，26 2，767，265 �(�3scx�3#cB�(�3scx�3#cB�1 1 

－ ��c(��5(蕀68������686ﾘ��棹��*ｳ����c(顗��檠Y�8馼ｼi?ｨ蝌4ﾈ888�6�98��椒���+s�#�2�1，201，940 3，401，045 ���3#���3�3��8�3C���3�CB�1 1 

・．－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6x8�5�6�484x�ｸ5一�椒3��.sCcc��2，884，998 �(�3ャH�3涛r�1 

・－－．■・－．■・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5�.(4(6�684�6x8ﾈ�ｸ8�5(6�98����椒S��-�S�c��2，041，168 �(�3�C��3�cr�1 

・－．■・．一・一・・・・・・．・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��?ｨ蝌4ﾈ888�6�98����椒���+sC#3r�3，324，940 ���3#店�3c�b�2，029，324 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��?ｨ蝌4�8ｨ6(7��ｸ����椒C��+ｳ#��2�1，081，598 鼎#��3�3��653，467 

／小計 劔�(�3c�(�3s湯�

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 〝 〝 JJ JJ 〝 JJ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 JJ 〝 JJ J／ 〝 〝 〝 〝 〝 ��第2種社会福祉事業調理台 第2種社会福祉事業スチール製トンボラック ��S8�3�S"�����3#���153，051 110，209 �����

第2種社会福祉事業コクヨ耐火金庫HS－140 第2種社会福祉事業コクヨミヤルタやテーデルWT－MW65WP 第2種社会福祉事業ステンレス製作業台 第2種社会福祉事業パン販売棚 第2種社会福祉事業販売棚用キャスター �#ch�3ss���sX�3������8�3����#s��3�����ス�3C���250，763 175，099 102，999 278，099 185，399 ��h�3��r���������

第2種社会福祉事業デシャツプテーブル 第2種社会福祉事業食器消毒保管庫 第2種社会福祉事業イナバ物置（防災用） 第2種社会福祉事業空気清浄機 第2種社会福祉事業デシ～タルハンディカムSONYDCR－TRVlO 第2種社会福祉事業デシ◆ルカメラSONYDigitalMavica 第2種社会福祉事業パワーパイプテント �����3����C���3�����S(�3鉄R�##h�3������8�3sS���#h�3������X�3S���99，999 399，999 152，954 226，799 183，749 125，999 115，499 ���������������

・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6�986�6�8�488H�ｴh�IfﾕFﾄ�&ﾈ�ﾅr�122，850 ��#(�3イ��1 

ll．・．・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�487h6X986r�193，500 ���8�3C湯�1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��8�488H8ﾈ5�4�987b�106，312 ���h�33���1 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��4ｸ5虻ｹ9(ｮﾘ��8ｸ6�48��%86uc�c��4��150，000 ��C��3涛��1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼhｸｹ9(ｮﾓ#�ﾘh6�5h8x6�8ｴux�ﾃ#�塘ﾒ���顥6ﾔ�Y�8馼ｼh���U萎ﾘｴ���ﾃs����307，068 �3�x�3�cr�1 

・．・．・．・－ ��c(黷��c(顗��檠Y�8馼ｼh4X6�5�Xｽｹw�8ﾘ6(4ｨ�ｵ4ﾈ�ﾃ���顥6ﾔ�Y�8馼ｼh486�7饂�'R�101，430 193，200 �����3C#���S��3�CB�1 43，056 

ll．・．－ ��c(��x蕀68����6ﾘ��ﾊr��c(顗��檠Y�8馼ｼhﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(985���484ﾈ955･e����B�189，000 346，500 ��Ch�3ピ2�3Ch�3C湯�42，127 1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(98��5�.(4(4ﾈ98��5･e�Sd�B�315．000 �3�H�C涛��1 



財　　産　　目　　録

平成30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b�貸借対照表価 

ソフトウェア 退職給付引当資産 特定積立資産 筈｢�､｢�､｢�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ��茲�､｢�ｨ���､｢�､｢�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ��茲�ｨ���ｨ����茲�､｢�8ｲ�8ｲ��茲�ｨ��������､｢�､｢�､｢�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�8ｲ�､｢������､｢��茲�ｨ���､｢�､｢�､｢�ｨ���ｨ���8ｲ�8ｲ� ��c(顗��檠Y�8馼ｼh7�5ﾈ5(94ﾔ�5�$�5h5�6X8���c(顗��檠Y�8馼ｼh7�5ﾈ5(94DTﾄﾅf�7G&�##�2�685，000 199，815 田ォ�3涛���祷�3��B�1 1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��8�-x8��ｴu��ﾃCc�#"�577，500 鉄sx�3C湯�1 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6I�(ｴ�EDﾈ�ﾃ�$H�ﾆﾄH�付��｢�525，000 鉄#H�3涛��1 

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

ll．・．－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�5ﾈ5(98��KT�7��ﾆﾆ�&Vﾇ7f�7F��230，000 �##��3涛��1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(98��5��H484ﾈ98��5､5��C��"�609，000 田���3涛��1 

－▲－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7h8ｨ985���4ﾈ8H8ｴﾄ%��ﾃ3塔��116，000 ���X�3涛��1 

・．・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh7�5ﾈ5(998ﾈ�G匁�&�ｵCC2���顗���Y�8馼��zﾈ5ｨ���ﾂ�115，500 ���X�3C湯�1 

－ ��c(��5(�xｼhﾏ�+X6ﾘ5�4x4�5(985�484ﾈ6ﾕ33dﾕE%8�ﾅr��c(顗��檠Y�8馼ｼh駟k��4x4�5(985��ｸ4(4ﾈ955･､3��$�b�199，500 525，000 ��祷�3C湯�S#H�3涛��1 1 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7h8ｨ985���4ﾈ8H6ﾘ98��ﾄ%��ﾃツ#�b�132，000 ��3��3涛��1 

－－▲・・－ ��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�湯�1 

・．・．・．・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��駟�ｩ&ｸ�4x4�5(98��5��ｸ4(4ﾈ98��3#�D5�2�157，500 ��Sx�3C湯�1 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ｸﾈ駟k��4x4�5(98��5��ｸ4(4ﾈ98��5･､3��$%b�504，000 鉄�8�3涛��1 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���7ｨ5h��5H�ﾈ4ﾈ��ｬﾄ8�ﾃ�#�5｣2�599，550 鉄祷�3SC��1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��^�)ｨ-ﾈ,鵜(膵ｽｸﾌ���ﾔ4h�ﾃ�3B�136，500 ��3h�3C湯�1 

－－．・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��4ｸ5�8ﾈ985x��ﾔu$��ﾃ�SdB�334，950 �33H�3鼎��1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���旭ﾙ�H�(ｴ���ﾔE%E#b�379，050 �3s��3�C��1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���馥ｸ4x4�5(98��5�5H484ﾈ98��5･､��C�$"�451，500 鼎S��3C湯�1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���7ｨ5h+x+x4ﾈ����ﾃ�#�｣2�660，240 田�h�3C3��53，810 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���7ｨ5h5H�ｸ4ﾈ���(�ﾃ�#�｢�514，626 鼎s(�3c���41，945 

－－．・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���6����h6ｨ6(5����(�ﾄUE#C3h�ﾄ��132，969 ��#(�3�#r�10，842 

・－■－・・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh�����Xｮﾘ��6��h6�5ﾈ6ｨ6(4���Dｸ�ﾄ�#C��ﾅ2�136，000 ��3X�3涛��1 

ー ��c(顗��檠Y�8馼ｼiGｩ�h棈7ﾘ8ｸ,X9>DHﾞﾔ��ﾃ#u2���������8馼��48��������ｸ���178，500 ��s��3C湯�1 

・－ ��c(顗ｭ�Y���ｼi>�ｼd�4x4�5(985�484ﾈ��5･､3#��4���c(顗��檠Y�8馼ｼhﾞﾈｼh�(4x4�5(985���4(4ﾈ945･､3#��4��936，250 936，250 塔�x�3�#2���x�3�#2�128， 128， 鼎#r�C#r�

・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh����;�4x4�5(98��5�5H484ﾈ98��5･､3�C�4�r�551，250 鼎sX�3c32�75，617 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh����;�4x4�5(98��5��ｸ4(4ﾈ98��5･､3�C�4�r�551，250 鼎sX�3c32�75，617 

・・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4�5(98��5���4(4ﾈ98��5･､3�C�4��525，000 鼎S(�3塔r�72，013 

・．・・■・・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��幽鄕6X8ﾈ7(��6��ｸ�h6ｨ6(5���D��ﾄﾃCtECR�306，800 �3�h�3s湯�1 

第2種社会福祉事業ハ○ゎンNECMateMLMK29MLZDIF 第2種社会福祉事業洗濯器日立BD－V5500R ��CH�3�����度�3����144，899 134，337 ���c(�3cc2�

第2種社会福祉事業パソコンNECMateNLPC－MK34L 第2種社会福祉事業冷蔵庫三菱MR－B42Y ��#x�3CC���S��3����99，828 79，659 �#x�3c�"�s��33C��

・■・．・．■－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6Hｴ8孳�Xｮﾘ��6��ｸ6�5ﾈ6ｨ6(4���T��ﾘ�ﾄゴ��184，197 塔��3s�b�94，481 

・．・．・．■－ ��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 都H�3�3"�78，808 

lll．・．・・－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���7ｨ5h+x+x4ﾈ���ﾃc5｢�378，000 ��#h�3#S"�251，748 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5h8x�ｸ5��ｸ5���7ｨ+�4ﾈ��54(�ﾃs�5C"�121，000 鼎��3C�B�80，586 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6��ｸ5ﾈ5(98��腟8��ﾖ�FU�8�ﾄﾔｳ34ﾅ､ﾓ�R�178，200 鉄��3C���118，800 

－・■・．・■・．■・．・・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼc$i��;�4x4�5(985�7ﾘ484ﾈ955･$3c4$�dr���7��ｨ�H���8馼���ｨ���507，600 涛��3ンr�408，703 

－ ��c(顗��檠Y���ｼh���靫影ｸ4x4�5(985�484ﾈ955･$3�C�$�r��c(顗��檠Y�8馼ｼh�ﾈ���h98ﾔ影ｸ4x4�5(985���4(4ﾈ955･$3�C�$�r�675，000 675，000 ��3��3S�"��3��3S�"�543，488 543，488 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh���9k��4x4�5(98��5�+x4(4ﾈ98��33eEDe�8�ﾅr�172，800 �38�3ccb�139，134 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7h8ｨ985���W域ﾘ,X8ﾘ6(4�5���F�7S3����129，470 �3��3#���99，261 

－－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6��ｸ8ｨ5(98��腟4ﾖ�FU�8�ﾄﾔｳ3tﾄﾅ･��149，040 �3H�3ssb�114 �#cB�

－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��~)��ﾌ���4��%�4ｨ�ﾄu3C48�ﾅB�159，000 �#h�3SS2�132 鼎Cr�

・．・．・．－－ ��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｣t2�148，500 �3x�3�#R�111 �3sR�

－・■・・■・■・．・－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6覃5ﾈ5(98��腟4��FU�8�ﾄﾔｳ3tﾄﾅ､ｴ2�166，860 ����3C#��156 鼎3"�

第2種社会福祉事業ハ○リコンNECMatePC－MK37LLZKC 第2種社会福祉事業プリンタキャルLBP－441 ��ch�3ツ������3����10，428 5，540 ��Sb���R�432 268 

小計 劔�8�3涛"�266 

more障害福祉生活介護ソフト　ND〃トウェア ��ﾂ�第2種社会福祉事業　支援費請求ソフトウェア �#���3C���37，532 �#C2�959 

more障害福祉生活介護ソフト　NDソフトウェア ��ﾂ�第2種社会福祉事業　支援費請求ソフトウェア �#���3C���37，532 �#C2�959 

小計 劔鼎ベ�3����

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 滋賀銀行定期預金No．25512777 ��第2種社会福祉事業退職給付引当資産として 第2種社会福祉事業寄付金積立 �� 度�3c#h�3�#����3����3����

人件費積立資産 修繕積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ9.葦ｩv�ｾ�蹂�C#S�鼎S#b���棹ｾ(ﾗ9.葦ｩv�ｾ�蹂�CC�#c�3コ� ��c(顗��檠Y�8馼ｼi�X醜,ﾈ�俥ﾘ+��,H.�+�,h/�mｩ4���c(顗��檠Y�8馼ｼi�Xｴｹlﾘ�9�X/�mｩ4�� ��48，850，000 82，931，000 

備品等購入積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ8��.葦ｩv�ｾ���蹂�CCツ�S�3��一・lll．■・，・．・・・ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��Z鰻�,ﾈﾗy?ﾈ/�mｩ4��ー ��X�ﾈ�X�X�ﾈ耳�X�R�80，097，084 

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�� �2，953，663 

その他の固定資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246，334，080 

固定資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　324，603 劔剴3�R�

資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　364，591 劔剴s#��

Ⅲ　負債の部 

1流動負債 

事業未払金 職員預り金 賞与引当金 �� �� ��6，264，057 1，034，461 2，596，293 

流動負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，894，811 

2　固定負債 

退職給付引当金　　　　　　　　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】－　　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【－　　　　】－　　　　　r　7，626，120 

固定負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，626 劔剴�#��

負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，520 劔劍�3�3��

差引純資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　347．070 劔劍�Cs唐�



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

該当なし

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3（D～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��3#���3s�R�0 �(�3鉄��3C���77，269，235 

基本財産特定預金 ���3����3����0 ���1，000，000 

合　　　　　　計 塔��3#���3s�R�0 �(�3鉄��3C���78，269，235 

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"�86，646，427 都x�3#c��3#3R�

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�64，071，010 ���3����3Cビ�

構築物 ��8�3塔H�3�S��9，222，884 滴�3sc��3�cb�

車輌運搬具 �#8�3イh�3ツ��21，164，070 �(�3c�(�3s湯�

器具及び備品 �#(�3#c��3c�"�18，276，346 �8�3涛(�3#cb�

機械及び装置 ��h�33ch�3��b�14，604，542 ���3sc��3SsB�

無形固定資産 ���3Ss��3S�"�1，083，584 鼎ベ�3����

合　　　　　　計 �3�(�3�S8�3sS��220，018，310 涛(�3�3X�3CC��

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 �*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）
種類及び銘柄 �*�^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"�役員の 兼務等 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30年f　月よ㌢日

監事爛輝男

社会福祉法人　悠紀会

理事長　山田兵右衛門様

監事威務嘩㊥
私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月　31日までの平成

29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果につ

いて、次の通り報告いたします。

1監査の方法及びその内容

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、理事及び職員等からそ

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、業務及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及びその附属明細書について検討いたしました。

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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しまし

た。

2　監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正

しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増

減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上


