
（ 平成26年 3月31日現在 ）

第3号の1様式

負債の部資産の部
増減前年度末当年度末科目増減前年度末当年度末科目

1頁

 貸借対照表 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

社会福祉法人長野県社会福祉事業団法人名
施設名

会計単位名

(単位：円)

144,926,304335,710,893480,637,197
 流動負債

33,301,120843,746,576877,047,696
 流動資産

45,000,000045,000,000
   短期運営資金借入金
   118,678,549399,703,575518,382,124

   現金預金
   

117,464,369309,116,830426,581,199
   事業未払金
   △40,080,993382,710,619342,629,626

   事業未収金
   

△17,713,75017,713,7500
   その他の未払金
   △33,275,22933,287,23812,009

   未収金
   

△3,213,2905,489,0322,275,742
   預り金
   △19,000,00019,000,0000

   未収補助金
   

4,874,66304,874,663
   職員預り金
   672142,298142,970

   貯蔵品
   

△1,519,7883,391,2811,871,493
   前受金
   302,920739,9091,042,829

   原材料
   

34,100034,100
   仮受金
   7,479,1095,288,80412,767,913

   立替金
   

333,260427,340760,600
   前払金
   

294,7300294,730
   前払費用
   

△1,431,8982,446,7931,014,895
   仮払金
   

△56,547,468640,342,936583,795,468
 固定負債

82,617,2093,272,502,8123,355,120,021
 固定資産

△12,956,070168,003,602155,047,532
   設備資金借入金
   △45,741,953919,342,436873,600,483

 基本財産

△44,045,895377,802,025333,756,130
   退職給付引当金
   035,015,89835,015,898

   土地
   

454,49794,537,30994,991,806
   全事協退職年金共済引当金
   △45,741,953869,326,538823,584,585

   建物
   

88,378,836976,053,8291,064,432,665      負債の部合計04,5004,500
   定期預金
   

純資産の部
014,995,50014,995,500

   投資有価証券
   

049,400,00049,400,000
 基本金

128,359,1622,353,160,3762,481,519,538
 その他の固定資産

049,400,00049,400,000
   第一号基本金
   △2,916,10725,702,13222,786,025

   建物
   

△35,342,081542,868,444507,526,363
 国庫補助金等特別積立金

3,179,6375,407,1208,586,757
   構築物
   



（ 平成26年 3月31日現在 ）

第3号の1様式

純資産の部資産の部
増減前年度末当年度末科目増減前年度末当年度末科目

2頁

 貸借対照表 
(単位：円)

128,476,042942,940,0581,071,416,100
 その他の積立金

△266,98317,687,81017,420,827
   機械及び装置
   

△62,897,410421,609,937358,712,527
   貸付原資積立金
   △2,488,51341,666,84839,178,335

   車輌運搬具
   

72,769,556180,567,948253,337,504
   人件費積立金
   5,324,00928,893,23934,217,248

   器具及び備品
   

116,841,853340,762,173457,604,026
   施設整備等積立金
   2,235,138448,4042,683,542

   権利
   

576,8960576,896
   工賃変動額積立金
   △2,016,8263,595,1361,578,310

   ソフトウェア
   

1,185,14701,185,147
   設備等整備積立金
   65,758,174453,953,247519,711,421

   長期貸付金
   

△67,314,4681,606,707,0571,539,392,589
 次期繰越活動増減差額

△44,045,895377,802,025333,756,130
   退職給付引当資産
   

△245,089,794306,251,36861,161,574
   (うち当期活動増減差額)
   △62,897,410421,609,937358,712,527

   貸付原資積立資産
   

72,769,556180,567,948253,337,504
   人件費積立資産
   

116,841,853340,762,173457,604,026
   施設整備等積立資産
   

454,49794,537,30994,991,806
   全事協退職年金共済預け金
   資産

89,660557,600647,260
   長期前払費用
   

△25,423,671359,969,448334,545,777
   その他の固定資産
   

576,8960576,896
   工賃変動額積立資産
   

25,819,4933,141,915,5593,167,735,052    純資産の部合計1,185,14701,185,147
   設備等整備積立資産
   

114,198,3294,117,969,3884,232,167,717    負債及び純資産の部合計115,918,3294,116,249,3884,232,167,717      資産の部合計



平成26年 5月22日

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

　　　　特記なし

２．重要な会計方針

　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
　　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　　　　　・リース資産
　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
　　（３）引当金の計上基準
　　　　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
　　　　　・全事協退職年金共済引当金－職員等に対して将来支給する退職年金の財源として、当該会計年度末に在籍する職員
　　　　　　に対し事業団が負担した額を計上する。
　　　　　・賞与引当金　　－なし
　　　　　・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
　　　　　　徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
　　　　　　①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
　　　　　　②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
　　　　　　前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の
　　　　　　金額を注記する。

３．重要な会計方針の変更

　　　　新社会福祉法人会計基準へ移行

４．法人で採用する退職給付制度

（１）全国社会福祉事業団協議会－退職年金共済制度
（２）当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済
　　　制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

　　当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
　（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）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
　　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
　（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

35,015,898土地 35,015,898

91,727,915 137,469,868869,326,538建物 823,584,585

4,500定期預金 4,500

14,995,500投資有価証券 14,995,500

919,342,436 91,727,915 137,469,868 873,600,483合計



平成26年 5月22日

財務諸表に対する注記

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
　　　　なし

８．担保に供している資産

　　担保に供している資産は以下のとおりである。
円20,000,000預金：八十二銀行(定)66488
円10,000,000預金：三菱UFJ信託銀行(定)88746607
円9,000,000人件費積立金：八十二銀行(定)67952
円7,000,000施設整備積立金：八十二銀行(定)67952

円46,000,000計

　　担保に供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11,809,093設備資金借入金(松本ひよこ：三郷ホーム)
円225,000設備資金借入金(みのちGH：立町ホーム)
円6,244,897設備資金借入金(ほっと伊北：陽だまり)
円3,899,193設備資金借入金(ほっと伊南：みやのまえ)

円22,178,183計

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示してい
る場合は記載不要。）
　　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 減価償却累計額 当期末残高

建物(基本財産) 1,411,092,118 587,507,533 823,584,585

建物 34,422,226 11,636,201 22,786,025

構築物 13,285,190 4,695,433 8,589,757

機械及び装置 25,310,302 7,889,475 17,420,827

車輌運搬具 102,098,285 62,919,950 39,178,335

器具及び備品 125,243,546 91,026,298 34,217,248

ソフトウェア 12,188,505 10,610,195 1,578,310

その他の固定資産 614,215,474 279,669,697 334,545,777

合計 2,337,855,646 1,055,954,782 1,281,900,864

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示
している場合は記載不要。）
　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

徴収不能引当金
の当期末残高

債権額 債権の当期末
残高

342,629,626事業未収金 342,629,626

342,629,626合　計 342,629,626

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）

時価帳簿価額種類及び銘柄 評価損益

14,997,300投資有価証券(23-1長野県債) △14,997,300

25,000,000退職給付引当資産(62大阪府債) △25,000,000

30,000,000退職給付引当資産(22-9北海道債) △30,000,000

49,992,000退職給付引当資産(22-6京都市債) △49,992,000

38,000,000退職給付引当資産(23-7大阪市債) △38,000,000

29,952,300退職給付引当資産(21-12愛知県債) △29,952,300

29,995,200退職給付引当資産(24-1長野県債) △29,995,200

217,936,800合　計 △217,936,800

１３．重要な偶発債務

　　　　なし

１４．重要な後発事象

　　　　なし



平成26年 5月22日

財務諸表に対する注記

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
　　　　なし


