
別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記

2.重要な会計方針
（１）固定資産の減価焼却の方法
　　　・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品…定額法
（２）引当金の計上基準
　　　・退職給付引当金…秋田県民間社会事業福利協会

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
（１）独立行政法人福祉医療機構
（２）秋田県民間社会事業福利協会

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）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）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）については作成していない。
（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）
（４）公益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）については

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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）については

公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
　　ア　本部拠点（社会福祉事業）
　　　　「本部」
　　イ　竹生寮拠点（社会福祉事業）
　　　　「障害者支援施設竹生寮」
　　　　・生活介護事業
　　　　・短期入所事業
　　　　・施設入所支援事業
　　　　・相談支援事業
　　　　・障害児相談支援事業
　　　　・放課後等デイサービス事業
　　　　・日中一時支援事業
　　ウ　柳田新生寮拠点（社会福祉事業）
　　　　「障害者支援施設柳田新生寮」
　　　　・生活介護事業
　　　　・短期入所事業
　　　　・施設入所支援事業
　　　　・日中一時支援事業
　　エ　ふきのとう拠点（社会福祉事業）
　　　　「障害福祉サービスセンターふきのとう」
　　　　・生活介護事業
　　オ　ささこやま拠点（社会福祉事業）
　　　　「共同生活援助事業所ささこやま」
　　　　・共同生活援助事業
　　カ　雪やなぎ拠点（社会福祉事業）
　　　　「共同生活援助事業所雪やなぎ」
　　　　・共同生活援助事業

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)

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

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 83,194,669 57,400,000 140,594,669

建物 404,683,580 77,490,000 23,336,700 458,836,880

合計 487,878,249 134,890,000 23,336,700 599,431,549



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。

円

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。

円

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)

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)

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
満期保有目的の債権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)

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)

取引条件およ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

関係内容
取引の内

容
取引金額 科目 期末残高役員の兼

務等
事業上の
関係

種類
法人等の
名称

住所 資産総額
事業の内
容又は職

業

議決権の
所有割合

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地 140,594,669 140,594,669

建物（基本） 1,108,158,777 649,321,897 458,836,880

構築物 13,876,700 13,876,693 7

機械及び装置 91,201,678 52,845,912 38,355,766

車輌運搬具 71,762,663 58,148,732 13,613,931

器具及び備品 68,587,939 59,215,815 9,372,124

合計 1,494,182,426 833,409,049 660,773,377

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益



別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1.重要な会計方針
・該当なし

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
・該当なし

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）はサービス区分が一つのため作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）はサービス区分が一つのため作成していない。

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)

6.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
・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。

円

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。

円

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)

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)

10.満期保有目的の債権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)

11.重要な後発事象
・該当なし

12.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

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

合計 0 0 0 0

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合計 0 0 0

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合計 0 0 0



別紙２

計算書類に対する注記（竹生寮拠点区分用）

1.重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品…定額法
（２）引当金の計上基準
　　　・退職給与引当金…秋田県民間社会事業福利協会

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
（１）独立行政法人福祉医療機構
（２）秋田県民間社会事業福利協会

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）竹生寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　　　ア　生活介護事業
　　　イ　短期入所事業
　　　ウ　施設入所支援事業
　　　エ　相談支援事業
　　　オ　障害児相談支援事業
　　　カ　放課後等デイサービス事業
　　　キ　日中一時支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　　　ア　生活介護事業
　　　イ　短期入所事業
　　　ウ　施設入所支援事業
　　　エ　相談支援事業
　　　オ　障害児相談支援事業
　　　カ　放課後等デイサービス事業
　　　キ　日中一時支援事業

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)

6.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
・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。

円

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。

円

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)

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 50,900,019 50,900,019

建物 185,194,401 12,150,000 11,629,770 185,714,631

合計 236,094,420 12,150,000 11,629,770 236,614,650

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地（基本） 50,900,019 50,900,019

建物（基本） 549,273,927 363,559,296 185,714,631

構築物 11,562,290 11,562,284 6

機械及び装置 47,142,780 27,156,318 19,986,462

車輌運搬具 40,459,732 33,417,645 7,042,087

器具及び備品 38,951,749 32,987,991 5,963,758

合計 738,290,497 468,683,534 269,606,963



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)

10.満期保有目的の債権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)

11.重要な後発事象
・該当なし

12.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

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合計 0 0 0



別紙２

計算書類に対する注記（柳田新生寮拠点区分用）

1.重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品…定額法
（２）引当金の計上基準
　　　・退職給与引当金…秋田県民間社会事業福利協会

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
（１）独立行政法人福祉医療機構
（２）秋田県民間社会事業福利協会

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）柳田新生寮拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
　　　ア　生活介護事業
　　　イ　短期入所事業
　　　ウ　施設入所支援事業
　　　エ　日中一時支援事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　　　ア　生活介護事業
　　　イ　短期入所事業
　　　ウ　施設入所支援事業
　　　エ　日中一時支援事業

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)

6.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
・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。

円

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。

円

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)

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 18,853,650 18,853,650

建物 158,143,177 8,745,038 149,398,139

合計 176,996,827 0 8,745,038 168,251,789

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地（基本） 18,853,650 18,853,650

建物（基本） 422,716,800 273,318,661 149,398,139

構築物 2,314,410 2,314,409 1

機械及び装置 39,800,998 22,250,875 17,550,123

車輌運搬具 18,389,054 15,995,981 2,393,073

器具及び備品 26,277,696 23,071,278 3,206,418

合計 528,352,608 336,951,204 191,401,404



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)

10.満期保有目的の債権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)

11.重要な後発事象
・該当なし

12.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

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合計 0 0 0



別紙２

計算書類に対する注記（ふきのとう拠点区分用）

1.重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　・機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品…定額法
（２）引当金の計上基準
　　　・退職給与引当金…秋田県民間社会事業福利協会

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
（１）独立行政法人福祉医療機構
（２）秋田県民間社会事業福利協会

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ふきのとう拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）はサービス区分が一つのため作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）はサービス区分が一つのため作成していない。

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)

6.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
・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。

円

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。

円

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)

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)

10.満期保有目的の債権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)

11.重要な後発事象
・該当なし

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

合計 0 0 0 0

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

機械及び装置 4,257,900 3,438,719 819,181

車輌運搬具 12,533,877 8,355,107 4,178,770

器具及び備品 3,123,054 3,093,762 29,292

合計 19,914,831 14,887,588 5,027,243

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合計 0 0 0



12.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



別紙２

計算書類に対する注記（ささこやま拠点区分用）

1.重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　・建物、器具及び備品…定額法

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
・該当なし

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ささこやま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）はサービス区分が一つのため作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）はサービス区分が一つのため作成していない。

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)

6.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
・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。

円
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。
円
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)

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)

10.満期保有目的の債権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)

11.重要な後発事象
・該当なし

12.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

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 13,441,000 57,400,000 70,841,000

建物 37,849,680 65,340,000 1,332,090 101,857,590

合計 51,290,680 122,740,000 1,332,090 172,698,590

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
土地（基本） 70,841,000 70,841,000
建物（基本） 103,572,000 1,714,410 101,857,590
器具及び備品 235,440 62,784 172,656
合計 174,648,440 1,777,194 172,871,246

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合計 0 0 0



別紙２

計算書類に対する注記（雪やなぎ拠点区分用）

1.重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
　　　・建物、車輛運搬具…定額法
（２）引当金の計上基準
　　　・退職給付引当金…秋田県民間社会事業福利協会

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
（１）秋田県民間社会事業福利協会

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）雪やなぎ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）はサービス区分が一つのため作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）はサービス区分が一つのため作成していない。

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)

6.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
・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。

円

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。

円

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)

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)

10.満期保有目的の債権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)

11.重要な後発事象
・該当なし

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 23,496,322 1,629,802 21,866,520

合計 23,496,322 0 1,629,802 21,866,520

計 0

計 0

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本） 32,596,050 10,729,530 21,866,520

車輌運搬具 380,000 379,999 1

合計 32,976,050 11,109,529 21,866,521

 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合計 0 0 0



12.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


