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
該当なし
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
・建物並び器具及び備品等－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－当法人の退職規程により計算した期末要支給額を退職給付引当金としている。
・賞与引当金 該当なし
・徴収不能引当金
該当なし
3. 重要な会計方針の変更
特になし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人の退職金規程により、支給する。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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）法人全体の財務諸表(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)
（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・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)は省
略した。
（５） 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）
「本部会計」
イ

ピアしらとり拠点（社会福祉事業）
「ピアしらとり入所」
「ピアしらとり短期入所」
「ピアしらとり生活介護」
「ピアしらとり就労継続支援B型」
「ピアしらとり相談支援」
「ピアしらとりグループホーム小塙」
「ピアしらとりグループホーム五所宮」 「ピアしらとり日中一時支援」
「ピアしらとり託児所」
「パン工房上平塚店・カフェラパン」

ウ

特養しらとり拠点（社会福祉事業）
「特養しらとり」 「短期入所しらとり」
「居宅介護しらとり」 「特養しらとりデイサービス」
「在介センターしらとり」 「初任者研修」
「地域包括支援センターしらとり」
「地域包括支援センターえがお」

エ、ハワイアンデイ拠点（社会福祉事業）
「ﾊﾜｲｱﾝﾃﾞｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ」

「ﾊﾜｲｱﾝﾃﾞｲ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ」

オ、売電事業（収益事業）
「特養しらとり売電事業」

「ピアしらとり売電事業」

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。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
106,798,400
2,168,476,913
2,275,275,313

当期増加額
0
2,376,000
2,376,000

当期減少額
0
115,027,271
115,027,271

(単位:円)
当期末残高
106,798,400
2,055,825,642
2,162,624,042

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
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
ハワイアンデイ建物
特養しらとり建物
土地（基本財産）
建物・附属設備（基本

７７５，９６３，１５９円

３０，０００，０００円
７２９，９２２，０１３円

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。
ハワイアンデイ
設備資金借入金（筑波銀行）
９９，９６０，０００円
特養しらとり
施設設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）１５７，８００，０００円
9. 有形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。
取得価額
基本財産
建物
小計
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
その他の固定資産
小計
合計

減価償却累計額

(単位:円)
当期末残高

3,376,488,903
3,376,488,903

1,320,663,261
1,320,663,261

2,055,825,642
2,055,825,642

53,228,444
146,023,738
38,082,163
94,514,819
202,089,861
13,503,668
547,442,693
3,923,931,596

29,229,996
89,041,897
31,117,363
86,109,564
168,499,956
0
403,998,776
1,724,662,037

23,998,448
56,981,841
6,964,800
8,405,255
33,589,905
13,503,668
143,443,917
2,199,269,559

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。

事業未収金
未収補助金
合計

債権額
251,340,609
688,592
252,029,201

徴収不能引当金の当期末残高
0
0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
251,340,609
688,592
252,029,201

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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
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
特になし。

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とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点財務諸表(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）)は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。

ｻｰﾋﾞｽ区分無し。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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し
該当なし。
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 有形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。
取得価額
その他の固定資産
その他の固定資産
小計
合計

(単位:円)
当期末残高

減価償却累計額

4,401,940
4,401,940
4,401,940

0
0
0

4,401,940
4,401,940
4,401,940

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
該当なし
10. 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
該当なし
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。

別紙２
計算書類に対する注記（ピアしらとり拠点区分用）
1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
（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
・リース資産ー該当なし
（３）引当金の計上基準
・当法人の退職金規定により計算した期末要支給額を退職給付引当金とし
対応する退職給付引当資産を積み立てている。
・賞与引当金ー該当なし
・徴収不能引当金ー該当なし
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
・当法人の退職金規定により支給する。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１） ピアしらとり拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
ア ピアしらとり入所
イ ピアしらとり短期入所
ウ ピアしらとり生活介護
エ ピアしらとり就労継続支援B型
オ ピアしらとり相談支援
カ ピアしらとりｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ小塙
キ ピアしらとりｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ五所宮
ク ピアしらとり日中一時支援
ケ ピアしらとり託児所
コ パン工房上平塚店・カフェラパン
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
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。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
76,798,400
587,473,464
664,271,864

当期増加額

当期減少額

0
2,376,000
2,376,000

0
39,908,994
39,908,994

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し
該当なし。
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 有形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。
取得価額
基本財産
建物
小計
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
その他の固定資産
小計
合計

減価償却累計額

(単位:円)
当期末残高

1,335,576,067
1,335,576,067

785,635,597
785,635,597

549,940,470
549,940,470

19,647,354
34,629,216
38,082,163
47,215,081
112,885,249
2,585,344
255,044,407
1,590,620,474

17,550,865
30,874,030
31,117,363
41,928,301
101,363,173
0
222,833,732
1,008,469,329

2,096,489
3,755,186
6,964,800
5,286,780
11,522,076
2,585,344
32,210,675
582,151,145

(単位:円)
当期末残高
76,798,400
549,940,470
626,738,870

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。

事業未収金
未収補助金
合計

債権額
97,656,247
228,592
97,884,839

徴収不能引当金の当期末残高
0
0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
97,656,247
228,592
97,884,839

10. 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
該当なし
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。

別紙２
計算書類に対する注記（特養しらとり拠点区分用）
1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
（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 該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金 当法人の退職規程により計算した期末要支給額を退職給付引当金
とし、対応する退職給付引当資産を積み立てている。
・賞与引当金
該当なし
・徴収不能引当金

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
当法人の退職金規程により支給する。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１） 特養しらとり拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２） 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
ア 特養しらとり
イ 短期入所しらとり
ウ 特養しらとりデイサービス
エ 居宅介護しらとり
オ 在介センターしらとり
カ 初任者研修
キ 地域包括支援センターしらとり
ク 地域包括支援センターえがお
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
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。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
30,000,000
767,838,091
797,838,091

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
37,916,078
37,916,078

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し
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。
土地（基本財産）
建物・付属設備（基本財産）

30,000,000円
729,922,013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。
施設整備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

157,800,000円

8. 有形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。
取得価額
基本財産
建物
小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
小計
合計

減価償却累計額

(単位:円)
当期末残高

1,078,961,848
1,078,961,848

349,039,835
349,039,835

729,922,013
729,922,013

71,552,007
12,368,290
36,713,667
6,516,384
127,150,348
1,206,112,196

45,220,297
12,096,614
29,388,950
0
86,705,861
435,745,696

26,331,710
271,676
7,324,717
6,516,384
40,444,487
770,366,500

(単位:円)
当期末残高
30,000,000
729,922,013
759,922,013

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。

事業未収金
未収補助金
合計

債権額
79,282,129
460,000
79,742,129

徴収不能引当金の当期末残高
0
0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
79,282,129
460,000
79,742,129

10. 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
該当なし
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。

別紙２
計算書類に対する注記（ハワイアンデイ拠点区分用）
1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
（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 －該当なし
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金ー当法人の退職規程により計算した期末要支給額を退職給付引当金とし
対応する退職給付引当資産を積立てしている。
・賞与引当金ー
該当なし
・徴収不能引当金ー該当なし
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
当法人の退職金規程により、支給する。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ハワイアンデイ拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア
ﾊﾜｲｱﾝﾃﾞｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
イ
ﾊﾜｲｱﾝﾃﾞｲ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。
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。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
813,165,358
813,165,358

当期増加額
0
0

当期減少額
37,202,199
37,202,199

(単位:円)
当期末残高
775,963,159
775,963,159

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し
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。
建物・建物附属設備（基本財産）

775,963,159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。
施設整備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

99,960,000円

8. 有形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。
取得価額
基本財産
建物
小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

(単位:円)
当期末残高

961,950,988
961,950,988

185,987,829
185,987,829

775,963,159
775,963,159

39,842,515
34,931,448
52,490,945
127,264,908
1,089,215,896

12,947,570
32,084,649
37,747,833
82,780,052
268,767,881

26,894,945
2,846,799
14,743,112
44,484,856
820,448,015

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。

事業未収金
合計

債権額
73,800,630
73,800,630

徴収不能引当金の当期末残高
0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
73,800,630
73,800,630

10. 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
該当なし
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。

別紙２
計算書類に対する注記（征峯会売電事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物－定額法
(3)引当金の計上基準
・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とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）売電事業拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資産収支明細書（合計基準別紙３（⑩））
ア 特養しらとり売電事業
イ ピアしらとり売電事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
ア 特養しらとり売電事業
イ ピアしらとり売電事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし。
8. 有形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。
取得価額
その他の固定資産
建物
小計
合計

33,581,090
33,581,090
33,581,090

減価償却累計額

(単位:円)
当期末残高

11,679,131
11,679,131
11,679,131

21,901,959
21,901,959
21,901,959

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。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
601,603
601,603

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
601,603
601,603

10. 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
該当なし
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。

