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第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

法人単位資金収支計算書
（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

勘　定　科　目 劔uﾈ螽����｢�i決算（B） 俚x腰����ｨ�ﾈ��(�｢�

事 假ｲ�?ﾂ�就労支援事業収入 ��8�33s��3������x�3c#8�3����C#X�3����#h�3����　－217，942 　－801，541 　　－7，773 1 （　2，851 障害福祉サービス等事業収入 
業 剏o常経費寄附金収入 

活 剋�譌�ｧ配当金収入 

動 に よ 凾ｻの他の収入 鼎S��3����442，850 冉�������x�3�S��

事業活動収入計（1） ��#��3ンH�3����122，911，255 ��ﾃ��3��x�3#SR�

支 出 ��ﾈﾈ��因��70，859，000 7，016，000 15，792，000 13，570，000 ��都��3sc��3Cs����h�3�3X�3S釘��X�3c�(�3������8�3����3Cs��98．521 80，406 179，089 －241，479 る 剋幕ﾆ費支出 

収 剋末ｱ費支出 

支 剌A労支援事業支出 

事業活動支出計（2） ���x�3#3x�3����口07，120，46自　116，537 

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） �14，657，000 ��X�3s���3s�"�－1，133，792 

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ�施設整備等補助金収入 都S��3����750，000 ���

施設整備等収入計（4） 都S��3����750，000 ���

支 出 侘Y.磯�蝌靖;韈因��727，000i726，100 i I �1900 i i 〉 〉 

施設整備等支出計（5） 都#x�3����726，100 ��ﾈ��������������

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） �23，000！　　23，900… 刪黶@　　　一900 

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 假ｲ�?ﾂ� �� ��

その他の活動による収入計（7） ���0 ���

支 出 ���x��蝌辷��14’65当14’650’0日 i l l I iI �0 

その他の活動支出計（8） ��H�3cS��3����14，650，000 ���

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） 凵[14，650，000 ��ﾃ�H�3cS��3������0 

予備費支出（10） 剴3��3��������－ �3��3����

当期資金収支差額合計（11）＝（3）†（6）†（9）－（10） 剴��1，164，692i－1，164，692 

前期末支払資金残高（12） �38�3�祷�3CCB�33，199，444 ���

当期末支払資金残高（11）†（12） �38�3�祷�CCCB�34，364，136 ��ｳ��3�cH�3c�"�



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目 劔9iD�7以亥ｨ����｢�前年度決算（B）「増減（A）－（B） 

サ 假ｲ�傭�就労支援事業収益 ��8�3Sベ�3鼎"�】14，561，614 ��ﾃ都8�3cs"�障害福祉サービス等事業収益 �����3C#H�3SC��！99，768，263 嶋�3cSh�3#s��

i ビ ス 剏o常経費寄附金収益 鼎3(�3ss2�587，440 ��ﾃ�SH�3ccr�

サービス活動収益計（1） ��#(�3CCX�3#Sb�114，917，317 度�3S#x�3�3��

費 用 ��ﾈﾈ���70，905，973 6，935，594 15，612，911 14，604，079 田h�3SsX�3ベ鱚H�333��3��2����ﾃSス�3��������3s3��3sSr������ﾃ鉄(�3�#R�活 剋幕ﾆ費 

動 剋末ｱ費 

増 剌A労支援事業費用 

減 剏ｸ価償却費 店�3c���3S�R��ﾃ(�3Cォ�3C�"�－5，671，991 －2，584，402 ����ﾃc��3Cッ������3����

の 部 剄糟ﾉ補助金等特別積立金取崩額 

サービス活動費用計（2） �����3�ス�3cc��106，613，511 ��ﾈ��H�3Ss(�3�C��

サービス活動増減差額（3）＝（l）－（2） �11，259，596 嶋�33�8�3��c���(�3鉄X�3s���

サ 假ｲ�受取利息配当金収益 鼎(ﾗX�滴催��田�2�
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 �b�その他のサービス活動外収益 劍�ｳ�(�C�S��

サービス活動外収益計（4） 鼎cX�3涛��’　477，536 ��ｳ���3S3r�

費 用 �� ��｢�1 1 1 1 i i i i i l i 

サービス活動外費用計（5） ��i I 亦���

サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） �465，999 鼎sx�3S3b�ー11，537 

経常増減差額（7）＝（3）†（6） 剴���3s#X�3S迭�8，781，342 冉���(�3鼎H�3#S2�

特 假ｲ�傭�施設整備等補助金収益 都S��3����305，000 鼎CX�3����固定資産受贈額 �11，517 ��ﾃ���3S�r�

別 増 減 刄Tービス区分間繰入金収益 �11，800，000 ��ｳ���3����3����

特別収益計（8） 都S��3����12，116，517 ��ｳ���33ch�3S�r�

費 用 侘Y.磯�蝎HHｷ����X�Zｩ���3 ������H�3cCr�一　　一104，644 

の 剄糟ﾉ補助金等特別積立金積立額 ��～　　305，000 ��ﾃ3�X�3����

部 刄Tービス区分間繰入金費用 �11，800，000 ��ﾃ���3����3����

特別費用計（9） �2�12，209，64日 ��ﾃ�(�3#���3cCB�

特別増減差額（10）＝（8）－（9） �749，997 ��ﾃ�8�3�8��������イ8�3�#r�

当期活動増減差額（11）＝（7）†（10） 剴�(�3CsX�3S�"�8，688，212 �8�3sベ�33���

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 ���ｨﾄｨ葎ｨ�:��ﾘﾋ維xｧｨ���(�｢�鼎(�3#度�3#9?ｨ��C��33���C�#�����3塔��3#�"�

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）†（12） �54，772，824 鼎��3涛x�3#3"�5，775，592 

基本金取崩額（14） � �� 
その他の積立金取崩額（15） � 亦� 

その他の積立金積立額（16） �14，650，00日 塗�3s���3��?ｨ��x�3鉄��3����

i ��

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）†（14）†（15）－（16） �40，122，824 鼎(�3#度�3#3"�－2．174，408 



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

資　　産　　の　　部 劔負　　債　　の　　部 

当年度末 ����7永f��ﾘ����ﾋ��侭9iD�7永b�����7永h���ﾘ����ﾋ��

0001流　　動　　資　　産 亦�鼎��3c�X�3Cs��！44，317，127 亦�ﾈ�ﾃ(�Cs���3cSr�0006流　　動　　負　　債 ����3#Cx�3c�2�13．952，030 ��ﾃ8�3s�H�C3Cr�

1111現金預金 1131事業未収金 1133未収補助金 1151商品製品 1153原材料 1162前払金 �#(�3�3h�C�3�����3�CX�3C3����H�CC����(�3�#��S��3C���#Ch�3Cs��28，108，068 15，799，720 94，500 23，635 75，204 216，000 ��3�s��ﾃ#3��8�33CX�3s�����3�����ﾃ���Cs�R��ﾃ�X�3s�2�3��3Cs��2112事業未払金 　　6，467，448 2133職員預り金！701，555 2152賞与引当金 　　3，078，680 冓 i i9，905．035 1 1Ll13・809 「2，933，186 亦�ﾈ璽8�3C3x�3Sビ��"���?��

0007固　　定　　負　　債 嶋�3ツX�C田��　1 　1 8，204，52両　661，440 

2321退　職　給　付 　引　当　金 ������嶋�3ツX�3田��） 　8，204，520 田c��CCC��

負　債　の　部　合　計 ����3��8�CcC2�22，156，550 迄�ﾃ8�3�C(�C��r�

0002　固　　定　　資　　産 �33��3����C#�b�330，691，599 等?｣���3c�r�純　資　産　の　部 

0003基　本　財　産l 　　　　　l 　　　　　l 都(�33c��3#sR�75，318，755 ��ﾃ(�3鉄��3C���0009基　　　　本　　　　金 ���#��CC���C都R�l i l i28，401，975 ��

1212建　　物！ 1221定期預金 ��｢�s��33c��3#sR���C����3����74，318，755 1，000，000 ��ﾃ(�3鉄��3C���3111基　　　　本　　　　金 �#��3C���3都R�I 28．401．975 亦���

0010国庫補助金等 　特　別　積　立　金 鼎��CSス�CC途�51，611，222 白��ﾃ8�3�#X�3s#R�

0004そ　　　の　　　他　　　の �#cx�CCC��3鼎��255，372，844 ��(�3�c��C�途�3211国　庫　補　助　金　等 �51，611，222 ��ﾃ8�C�#X�3s#R�

固　　定　　資　　産 劔特　別　積　立　金 鼎��3Sス�3C途�

1312建　　　　　　　　　物i ��779，987 4，277，464 1．069，394 5，278．846 4，845，564 375，322 8，204，520 9，210，000 48，850，000 85，931，000 83，597，084 2，953，663 375，008，726 ��ﾃ#�x�3�����ﾃC�X�33ヲ��ﾃS�(�3�s���ﾃ��3C�X�3�S2��ﾃS���3�3R��ﾃ��(�CS澱�cc��3CC��3S��3������3����3����h�C3���C����h�3C�h�3田��0011そ　　　の　　　他　　　の �#CX�C����3sCr�230，541，747 ��H�3cS��C����
i572，087 1313構　築　物 劔積　　　　立　　　　金 

3221特　　定　　積　　立 �� �3S��C����

1314機　械　及　び　装　置 �8�3ピ(�3�sR�刹� 祷�3Sc��3���������3#���3����ﾂ�3222人　件　費　積　立　金 �� 

477，224 劔鼎��3ゴ��3����48，850，000 ��

1315車　輌　運　搬　具 劔3223修　繕　積　立　金 
i �8�3ピ8�3c�3���3224億　品　等　積　立　金 涛8�3�3��C����3ス�3�3��C���������C����3����

1316器　具　及　び　備　品　　　　　l 劔�� ��

4．326，429 劔塔��Cンx�3�ィ�　　　i 83，597，084i6，300．000 

1322　ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア 劔3226工賃変　動積立　金 �2，953，663 ��

1329退職給付引当資産 �#c(�3s#b���3ツX�3田����3Sc��3����C��3ゴ��3�����8�3�3��C�V����3ンx�C�ィ�凵r �(�3鉄8�3cc2�0012次　期　繰　越　活　動 鼎��C�#(�3�#B�42，297．232 ��ﾃ(�3�sH�3C���

需件…積勘 1220修繕積立資産！ 1226億品等購入積立資産 1228工賃変動積立資産 劔増　　減　　差　　額 

3311次期繰越活動 増減差額40，122，824 3312諸芸甲12・475，592 i i 純資産の部合計 剴��F i i ��ﾃ(�3�sH�3C���8�Csベ�33���

2，953，663 劔362．302．0431352，852，176； 剴��CCC��Cツr�

資　産　の　部　合　計 劔負　　　債　　　及　　　び 

381，415，686 劍�8������蝌��,ﾈ��YH��ﾘx��ﾇh��3���CC�X�3cド��3sX�3����3s#h����h�3C�h�C田��

脚注
1．減価償却費の累計額
2．うち国庫補助金累計額

232，693，190円

123，012，753円



別紙4

（単位：円）

財　　産　　目　　録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目　　　　　　　i　　　　　　　　　　場所・物量等 剋謫ｾ年度 迄��������������������諍w�mｩ4�9�������������������������耳��靖;陋�ｨ��ﾋ��霍�}ﾘﾇhｧｩ�ﾙ{Y�顰iUﾈ幵�

I資産の部 

1流動資産 

現金預金 　現金 侏ｸｾ�訷ｹitﾈﾘ"�i＿ ��5ﾘ��ｾ�,h+X,B�） �141．000 

普通預金 ��h��棹ｾ(ﾗ8��nﾈ�迚5���蹂�C���ccr�：畳語∴： 凵u‾　　」 �20，379 ��C#�"�

普通預金　　　　　　　　　　　　　　滋賀銀行　野洲支店　No．010656 劔�1，516 ��3S3��

小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2203 劔劍�3�3��

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 �� 兩��9�(ﾈ饂ｨ��8ﾈ饂｢�_��9�(ﾈ饂ｨ��8ﾈ饂｢�y駅��)X�%8ｾ����丑��｢�i i‾ l‾ ��12，313．747 

自立支援給付費収益未収金 �� 劔6．333 都�"�

その他の事業収益未収金 ��劔425 �#S��

就労支援事業収益未収金 劍7�99�ｹ�)LﾉHH��岔��ﾈｼh,�,r�凵r　　72 田S��

】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1914 劔�439 

未収補助金 商品・製品 ��鷹籠議詐別支援事業3月分 � ��il鵠8 

原材料 剪�盗ｻ造販売用 剪�59，411 

前払金 剏x備保障料金、社会福祉事業者総合保険料 劔246 鼎s��

流動資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41．60 劔剴Cs��

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�&貭�1982年度 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��,�,�+�.萎ﾈｼh����hｨ�靜ﾈ馼ｼh�｣�sH�3#���C��2�鼎��3S��3#s��24，701，824 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11　240．58nl ��塔yD�7��第2種社会福祉事業　地域交流センナ（就労支援事業B型 �#��3S�8�C�S��16，466，321 ��(�3�Ch�3�3��

i滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7　　342．151㌔ ��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�?｣���3C���26．491．787 �3H�3c���3c�2�

小計 劔都��33c��C#sR�

滋賀銀行　野洲支店　No．48269523　　　　　　　　　1－　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j－ 劔���3���������

基本財産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72，368，275 

（2）その他の固定資産 

建物 鴇葉物 機械及び装置 事績運搬具 器具及び備品 俾�棹ﾊynﾈ��9-)*ﾈ鬨�)YH��SyMI&�,ﾃx��#H�C&訝�1982年度 ��i�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 
〝　　　　　　　　　　　32．4nj ��塔iD�7��第2種社会福祉事業　倉庫（生活介護事業） 塔cx�CS���867，499i　　　l 

〝　　　　　　　　　　　24．84mで ��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 ��ﾈ��������������

〝 ��塔)D�7��第2種社会福祉事業　にっこり作業所　電気設備 嶋�3塔��C3澱�8，980．395 迄����������ﾂ�

〝 末ﾃ塔)D�7��第2種社会福祉事業　にっこり作業所　冷暖房設備 ��(�3s���3����12，699，999 �*ﾒ������ﾂ�

〝 ��#�塔)D�7��第2種社会福祉事業∴にっこり作業所　給排水衛生設備 度�3�店�3S���7，095，500 鳴�����������

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の11日987年度 　〝　1987年度 滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の71995年度 　〝　1995年度 　〝　1995年度 　〝　1995年度 　〝　　2005年度 剔�2種社会福祉事業地域交流センター電気設備 第2種社会福祉事業地域交流センター冷暖房設備 第2種社会福祉事業第二にっこり作業所電気設備 第2種社会福祉事業第二にっこり作業所冷暖房設備 第2種社会福祉事業第二にっこり給排水衛生設備 鷹慧盤欝議驚喜蒜碧空下悲諜籍 �(�3����3����8�33���3����x�3��H�3����i?｣C��3CC2�H�3ン8ﾔゴr���Cc3��3����8�3S���3����1，999，999 3，299，999 7，003，999 6，148，442 4，893，156 9、629，999 2、927．925 末��鳴�亦�鉄yV��

小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　572．087 

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　にっこり作業所庭園外構築物一式i4，330，000　　4，329，999 剴��

諾諺苦手阿部子57番地のll　i二 刹ﾞ繋諾諜謹塁二外竺響諒。十藍矧3・鵠自l。，。53 
滋賀県野洲市辻町子阿部子57番地の7 滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 　〝 　〝 ���?��第2種社会福祉事業突出し看板（パン営業） 第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 �V緬*｣(�Y+2�凵C819 ．345 ，986 ，973 

小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）3，872，075 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 ��ﾂ�一第2種社会福祉事業　陶芸用電気炉　0剛－10型 鼎悼?｣�齠C悼?｣�r�V儼��異Y5���������
II 〝 ��ﾂ�】第2種社会福祉事業ベルトコンベアー ！第2種社会福祉事業カントーミキサー棚㌻30 

↑ 〝 ��第2種社会福祉事業パイローラーP船型 第2種社会福祉事業ミシン7‘テナーB897ES 都#��3��������s#x�C涛��#Cx�3#����#Cx���湯������

ル ��ﾂ�第2種社会福祉事業　発電桟　マ粕7（継－2000A防音型 �#�h�3����205，999　　　　　　1 

〝 ��第2種社会福祉事業JlKIミシン　T720型 ��CH�3����144．899　　　　　　1 

〝 ��ﾂ�第2種社会福祉事業　空き缶圧縮機 �3c��3#3R�368，234 鳴�

〝 ��第2種社会福祉事業　クレイチシート万能調理器 ��38�3ピR�133．874 ���

′ ��ｸ�ﾂ�第2種社会福祉事業　ケンミックスアイコープロ �����3S���111，509 ���

′ 剔�2種社会福祉事業　トークオーブン　TDV一雄02－BBBA 滴�Cs度�CCS��4，797，449 ���

〝 ��ﾂ�第2種社会福祉事業　ヤンマー耕運俄 �3s(�CsS��372．749 鳴�

′ 剔�2種社会福祉事業　や，障トル粉砕器　A68556286 鉄��3�S��541，925 鼎x�3�#R�

ル ��ﾂ�第2種社会福祉事業　カントーミキサー　脚1－50 ���C#c��3������C#S��3涛�����

〝 剔�2種社会福祉事業　きりっこniniSK－202S �3�H�3����������3�8�C涛�����

II 剔�2種社会福祉事業　空き缶圧縮機　スミレ18 鼎祷�3S9D紊�X�Cc#2��纉���V������3cS��3c�����-ﾒ��SH�2��SH�2�，915 274 414 741 741 

；∴∴∴！≡ 剔�2種社会福祉事業ミニモルグ一議ト230EB 第2種社会福祉事業ハクラスライサーA－70S 第2種社会福祉事業ドゥ］万言向け－トクト山高PDDl－S2K 第2種社会福祉事業∴ドゥ］方”ィシけ十外山ルPDDl－S2K 
小計 劔鼎sr�224 

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

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 �(�3scx�C#cR���3#���3鼎��2．767．264 1．201，939 �����

第2種社会福祉事業日産キャラバン滋賀800す1203 第2種社会権祉事業トヨタハイエース滋賀301ち3046 �8�3C���3�CS��(�3ャH�3涛��3，401，044 2，884，997 �����

第2種社会福祉事業ダ有明トレーサ］‘ン滋賀580ひ5161 第2種社会福祉事業日産キャラバン滋賀800す4237 �(�3�C��3�c��8�33#H�3鼎��2．041，167 2．406．144 �������3s澱�

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��?ｨ蝌4�8ｨ6(7��ｸ����椒C��+ｳ#��2�1，081，598 涛c��3�#��112 田c��

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6x8�5�6�484x�ｸ5一�椒���+sS�3b�3．470，000 田#x�3s���2，842 �##��

小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，873 劔�693 

滋賀県野洲市辻町字阿部子57番地の7 〝 〝 〝 〝 〝 ♪ 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 Il 〝 〝 〝 ��ﾂ�第21種社会福祉事業　調理台 ��S8�3�S"�153．051 ���

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh5�6��ｸ8ｹ�ｸ6x987ｸ7H6(4���c(顗��檠Y�8馼ｼh5(4�8���霎�ﾌ賠8�ﾃ�C��110．210 266，770 �����3#���#c��3C32�1 5，337 

－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��4�58��7�*H484ｸ6�6��X8ｸ��uH自n#cUr�175．100 ��sX�C�湯�l 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��5�6X988ﾈ5��ｸﾞﾈｼi�B�103，000 ���(�3涛��l 

ー－－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��7�99LﾉHI$��278．100 �#s��3�湯�1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��LﾉHI$冽�4ﾈ885�5��ｲ�185，400 ��ス�33湯�l 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��6h5h88687h6X�ｸ7X8ｲ�100，000 涛��C涛��l 

－ ��c(ｽ竟�檠Y�8馼ｼh���旭ﾘ��<Y]ｸｬxﾌ��400．000 �3祷�C涛��l 

第2種社会福祉事業イナパ物置（防災用） 第2種社会福祉等業空気清浄機 ��S(�3鉄R�##h�3����152．954 226，799 �����

第2種社会福祉事業ナシ勅ルナィカムSONYDCR－TRVlO 第2種社会福祉事業パワーパイプテント ���8�CsS����X�3S���183，749 115，499 �����

第2種社会福祉事業ハンドドフイヤーFJ－TlOBl一冊 第2種社会福祉事業パイプテント 第2種社会福祉事業ワイヤレスアンプ 第2種社会福祉事業ガス給湯器ルナイRSトV1611SA 第2種社会福祉事業給湯器20号ナシ］ナルGW－20Y8M 第2種社会福祉事業初雪氷削機肝700P 第2種社会福祉事業イナバ物置 ��#(�3ゴ����8�3S�����h��3�"����b�1122・849 ）193，499 ！端も i訃描き 169．325 鳴�鳴�亦��������3csR�

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｸ4x4��ﾈ98��5�484ﾈ98��5･s���B�346，500 �3Ch�3C湯�1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ5ｨ986�4x4���98��5�48�h98��5･sSd�B�315，000 �3�H�3涛��l 

－ ��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(94D�f�7G&�##�2�685，000 199．815 田ォ�C涛���祷�3��B�1 1 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh7H7�7H�ｴu��ﾃCc�#(�����鉄sx�3S����c(顗��檠Y�8馼ｼi6Hｴ87H8�488H�ｴDh�ﾃ�#�T$H����3C��3#���鉄sx�3C湯�3C��3�湯�1 1 

－ ��c)<x腥檠Y�8馼ｼh��_ｨ�ｨ4�987h��D��ﾃ#�#��270．900！∴∴270．899 冤 



別紙4

（単位：円）

財　　産　　目　　録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．場所・物量等　　　　　　　　　　I　取得年度 劍諍w�mｩ4�9��収得価額　臓価償却累計額貸借対照姦価 

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

II 冓 ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ8ﾈ5�4sx��98��5�(x98��5､5��C��"�609，000 田����涛������������

「　　　　〝　　　　　　　　　　　　1－ 剔�2種社会福祉事業　プリンタ　キャIンLBP－3980 ���h�3����115，細目　　　　1 

〝 剔�2種社会福祉事業　パソコン　東芝dⅦabookT43 ���X�3S���115、499 ����������

：：∴：：：：：「：：「 ∴：三言∴∴∴∴∴∴ 劍�X�r������ﾊb�199．499 524、999 131，999 157，499 ∴「 1334，949 1379，049 －451，499 【6601239 【514，625 末��亦�亦�亦��鳴�鳴�����

〝 〃 　　　　　i II 剿��c(顗��檠Y�8馼ｼi~)��ﾌ�7�6�5ﾈ6ｨ6(4顏x痔�#C3h�ﾄ����c(顗��檠Y�8馼ｼhﾇ��XｮﾙJｨ�ｨ6�5ﾉ?��84薀ｸ�ﾄ�#C��ﾃ2��c(顗��檠Y�8馼ｼiGｩ�h棈7ﾘﾖ��h99L8蜆��ﾃ#s2�i語馴講講 【178，500178、499 凵@1 11 11 

II II 〝 II ������ﾂ�I第2種社会福祉事業作業室AげコングイキンCZZC280CA 第2種社会福祉事業作業室Bエア］ンゲ仲ンCZZC280CA 第2種社会福祉事業食堂エア］ンゲ仲ンCZZC140CAG 第2種社会福祉事業食堂エアコンダ仲ンCZZC140CAG ��ｸﾙC��SS��3#S��SS��3#S��936．249 936．249 551．249 551，249 �����������

〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 〝 ′ 〝 ！〝 iII i lI i i′′ iII i： i′′ lZ iz i； lZ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh��ﾏ�zﾈ8H5h5�4x4���6ﾘ��5��98��5･､3�C�4��鉄#X�3����524・脱‖　　　1 

第2種社会福祉事業　液晶テレビ　八〇ナリニック　TH－L47DT5 �306，800 �3�h�Cs当���������ﾂ�

第2種社会福祉事業　洗濯器　日立　80－V5500R �197，000 ��塗�3涛���皦������������

第2種社会福祉事業冷蔵庫三菱I瓜－B42Y 第2種社会福祉事業電気温水器八〇ナリ二の∴珊瑚軸58 �159，000 184日97 ��3(�3scR��S��3#3b�i3雷 

－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh�����Xｮﾘ��7�6�5ﾈ6ｨ6(4���Dｸ�ﾄ�#S��ﾅ2�153、640 ��#h�イh�(����#x��C釘�

第2種社会福祉事業冷蔵庫ホシサギ肝一632 第2種社会福祉事業ショーケースホ；げキSSBjOCT2 第2種社会福祉事業八〇リ］ンNECMatePC－）舶33LZM15 第2種社会福祉事業頒食堂エア］ン∴ダイキンSZRC63BAVG 第2種社会福祉事業八〇ン工房工ロン∴ダイキンS奴C140BAG 第2種社会福祉事業パン工房JHンゲイ‡ンSZRC140BAG 第2種社会福祉事業医務室エア］ン∴ゲイ‡ンS36TTFXS一骨 第2種社会福祉事業プリンタ富士ゼロり獄Docu3000 第2種社会福祉事業八〇リ］ンNEC随tePC一脈3れLZXl 第2種社会福祉事業冷蔵庫SHARPSJ－GS43C－T 第2種社会福祉事業Iソ］ンNECMatePC一脈37LLZ7C 第2種社会福祉事業パー）コンNBCMatePC一脈3乱し狐C 第2種社会福祉事業八〇リ］ンNECMatePC一脈3乱し狐C 第2種社会福祉事業プリンタキャIンLBP－441 第2種社会福祉事業電話交換機MTA1－18STEL－2 第2種社会福祉事業電話機NTTA1－MB3－1 第2種社会福祉事業オゾン殺菌ロッカーアス‘ヮンOSL一㍍ �378．000252．504 ：∴： ！1。9．回講 il鵠g il。。，8。。〈鵠§ ∴∴： 凵u講 樟 ∴ 

莞籠会雲謹業誓㌣謹告詰恥BCg講！12羅 　　　201，96023，562 　　145，80021．870 　　145，80021．870 　　148，5009，900 　　143，0004，766 ！第2種社会福祉事業八〇リ］ンNECMatePC一脈36LZ6m143，0004，766 劍����3��Cc�����3��3#3B���3�#3B�

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計 劔�14，326，429 

ソフトウェア 網�&X��･�Y�9�hｨ�靜ﾈ5ﾈ7H6x��腥5ﾈ7H6x4X4h4����c(顗��檠Y�8馼ｼh��辷�N����5ﾈ7H6x4X4h4��281，491 ��S�?｣#��131，363 

崩鷺粟生黙諾誌。Pソフトウェア　　　〈二 剔�2種社会福祉事業支援費請求ソフトウェア 第2種社会福祉事業印刷用ソフトウェア �#���3C�����(�3����150，128 102、900 ��3��33c2�

退職給付引当資産 �8ﾟﾉw�5ﾈ7H6t�F�&U��F�6�B��8ﾟﾉw�5ﾈ7H6t�F�&T蒙W6侘ｦf�'v問�i i－ ��c(顗��檠Y�8馼ｼh�8ﾟﾉw�5ﾈ7H6x4X4h4���c(顗��檠Y�8馼ｼh�8ﾟﾉw�5ﾈ7H6x4X4x4��131、250 104，685 ��3��3#S����H�3cコ�

印刷用ソフトAdobelnDesi弧formac 印刷用ソフトAdobeCS3 ��ｨ�ﾂ�第2種社会福祉事業印刷用ソフトウェア 第2種社会福祉事業印刷用ソフトウェア　　i ���H��cコ�#S��C����104，685 1250，000 

小計 劔�#c(�3s#b�

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　　　　　i－ 凵| 嶋�3ツX�3田��

特定積立資産 劔�c(顗��檠Y�8馼ｼhｯ�WHｾ���r��c(顗��檠Y�8馼ｼi�X醜,ﾈ�ｿh,偖ｸ,H.�+�,h/�mｩ4�� ��9，560．000 
人件費積立資産 俾�棹ｾ(ﾗ8��.葦ｩv�ｾ���蹂�C#S�鼎S#b�） 劔48．850．000 

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/�?ｩ4��－ 亦�193 涛3��3����

備品等購入積立資産 工賃変動積立資産 僖i�厩��hﾈｹ�ヨ�������?����c(顗��檠Y�8馼ｼiZ鰻�,ﾈﾗy?ﾈ/�mｩ4���c(顗��檠Y�8馼ｼiy駅��(ﾔ�,�,ﾉ^)5X/�mｩ4��l－ 【 �89 2 塔度�3�ィ�鉄8�Ccc2�

その他の固定資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267 劔剴CC��3鼎��

固定資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　339 劔剴����3#�b�

資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　381 劔剴C�X�3cッ�

Ⅱ負債の郁 

1流動負債 

事業未払金 職員預り金 賞与引当金 ��；ニ �� ��ｨ�ﾂ�6 3 ��3Ccx�3CC��s���3SSR��C�s��Cc���

流動負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．247，683 

2固定負債 　退職給付引当金　　　　1　　　　　　　　　1－　1　　　　　　　　　　1－　1－　　　8，865，960 

固定負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 劔剴ツX�3田��

負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19 劔剴��8�3cC2�

差引純資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　362 劔剴3�(�C�C2�



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。

（l）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、別紙2、別紙3①～⑩、別紙4）

（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

ウ）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 i 

建物 俣sH�33���3sSR�0 �(�3鉄��3C���71，368，275 

基本財産特定預金 �����3����3����0 ���1，000，000 

合　　　　　　計 都X�33���3sSR�0 �(�3鉄��3C閲ﾈ��s(�33c��3#sR�

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 ��8ﾇhｯｩih�8ﾘ"�

建物（基本財産） ��c8�3��X�3cc"�92，547，387　71，368，275 

建物（その他の固定資産）　　　　　　i4，949，450・ �4，949，447 �2�

建物附属設備　　　　　　　　　　　　　　　65，251，497 凵`　64，679，413　　　572，084 

構築物 ��8�3ピ��3�S��10，006，975 俣8�3ピ(�3�sR�

車輌運搬具　　　27，316，869 器具及び備品　　i24，011，216 機械及び装置　　16，146，116 �23，443，176 19，684，787 15，668，892 ���8�3ピ8�3c�2�H�33#h�3C#��Csx�3##B�

無形固定資産 ���3Ss��3S�"�1，308，7回　262，726 

合　　　　　　計 �3�x�3�C��33c"�232，288，853i84，752，509 

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 侭*�^ｸ廁ｧｨ��耳��鳧��幵���YUﾘ廂��b�

該当なし �� ��

合　　　　　　計 ��i i 亦���

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 ���d��ﾈ���耳��ｼh�卯ﾈ������主産総額 i �����∴∵∴∴ 冓取引の 】 内容 i 鳴���竧処ｾ�ｧ｢�i i i i 科目 i i i 亦�ﾈｯｩih�8ﾘ"���

該当なし　　i 　　　　i 鳴� ��������������� ��i i � 

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

令和2年J月々？日

監事用菊月
監事ノ森／裕：

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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度

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


