
(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒770-8008
徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号

社会福祉法人　徳島県社会福祉事業団

 小谷　敏弘

平成28年度

計　算　書　類



法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

備考差異(A)-(B)決算(B)予算(A)勘定科目

△27,849,459

△7,904

△27,841,555

0

△457,777

218,764

206,800

21,834

△9,870

△239,013

△238,581

△432

0

△11,056

11,056

696

10,360

0

0

0

△27,372,722

23,225,309

854,040

408

268,626

12,336,558

5,267,889

4,497,788

△4,147,413

△400,507

△10,318

△880

△20,592

△27,000

△201,620

△53,088

△201,272

△847,015

△100,044

△2,124,263

△128,975

△31,839

323,529,459

273,548,904

49,980,555

―

△21,552,223

106,463,236

10,099,200

96,354,166

9,870

84,911,013

792,581

74,118,432

10,000,000

△2,923,944

4,805,944

1,424,304

3,005,640

376,000

1,882,000

1,882,000

74,456,722

910,995,691

2,795,960

20,592

4,579,374

150,787,442

149,605,111

603,207,212

985,452,413

7,861,507

2,812,318

830,880

20,592

342,000

4,881,620

2,113,088

65,116,272

125,592,015

70,952,044

603,830,263

3,188,975

97,910,839

295,680,000

273,541,000

22,139,000

0

△22,010,000

106,682,000

10,306,000

96,376,000

84,672,000

554,000

74,118,000

10,000,000

△2,935,000

4,817,000

1,425,000

3,016,000

376,000

1,882,000

1,882,000

47,084,000

934,221,000

3,650,000

21,000

4,848,000

163,124,000

154,873,000

607,705,000

981,305,000

7,461,000

2,802,000

830,000

0

315,000

4,680,000

2,060,000

64,915,000

124,745,000

70,852,000

601,706,000

3,060,000

97,879,000

支
出

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

当期末支払資金残高(11)+(12)

前期末支払資金残高(12)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

その他の活動による支出

積立資産支出

投資有価証券取得支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動による収入

積立資産取崩収入

投資有価証券売却収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

就労支援事業支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

借入金利息補助金収入

会費収入

福祉の店事業収入

自主事業収入

委託事業収入

指定管理者事業収入

身体障害福祉事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

児童福祉事業収入



(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第二様式

資金収支内訳表

合計公益事業社会福祉事業勘定科目

323,529,45927,361,456296,168,003

273,548,90423,186,908250,361,996

49,980,5554,174,54845,806,007

△21,552,223△1,230,604△20,321,619

107,975,23651,773,60456,201,632

10,099,20010,099,200

1,512,0001,200,000312,000

96,354,16650,573,60445,780,562

9,8709,870

86,423,01350,543,00035,880,013

792,581792,581

1,512,000312,0001,200,000

74,118,43250,231,00023,887,432

10,000,00010,000,000

△2,923,944△2,923,944

4,805,9444,805,944

1,424,3041,424,304

3,005,6403,005,640

376,000376,000

1,882,0001,882,000

1,882,0001,882,000

74,456,7225,405,15269,051,570

912,790,731188,750,206724,040,525

2,795,960564,0002,231,960

20,59220,592

4,579,3744,579,374

152,126,43277,684,03574,442,397

150,061,16128,665,119121,396,042

603,207,21281,837,052521,370,160

987,247,453194,155,358793,092,095

7,861,507650,7807,210,727

2,812,318305,0132,507,305

830,880526,000304,880

20,59220,592

342,000342,000

4,888,6204,888,620

2,113,0881,133,950979,138

65,212,22260,540,5904,671,632

125,768,405125,768,405

70,952,04470,952,044

603,830,263603,830,263

4,704,6754,704,675

97,910,83997,910,839

支
出

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

当期末支払資金残高(10)+(11)

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

積立資産支出

投資有価証券取得支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動による収入

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

投資有価証券売却収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

就労支援事業支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

借入金利息補助金収入

会費収入

福祉の店事業収入

自主事業収入

委託事業収入

指定管理者事業収入

身体障害福祉事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

児童福祉事業収入



(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第一号第二様式

資金収支内訳表

法人合計内部取引消去勘定科目

323,529,4590

273,548,904

49,980,5550

△21,552,2230

106,463,236△1,512,000

10,099,200

0△1,512,000

96,354,166

9,870

84,911,013△1,512,000

792,581

0△1,512,000

74,118,432

10,000,000

△2,923,944

4,805,944

1,424,304

3,005,640

376,000

1,882,000

1,882,000

74,456,7220

910,995,691△1,795,040

2,795,960

20,592

4,579,374

150,787,442△1,338,990

149,605,111△456,050

603,207,212

985,452,413△1,795,040

7,861,507

2,812,318

830,880

20,592

342,000

4,881,620△7,000

2,113,0880

65,116,272△95,950

125,592,015△176,390

70,952,044

603,830,263

3,188,975△1,515,700

97,910,839

支
出

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

当期末支払資金残高(10)+(11)

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

積立資産支出

投資有価証券取得支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動による収入

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

投資有価証券売却収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

就労支援事業支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

借入金利息補助金収入

会費収入

福祉の店事業収入

自主事業収入

委託事業収入

指定管理者事業収入

身体障害福祉事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

児童福祉事業収入



第二号第一様式

(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人単位事業活動計算書

増減(A)-(B)前年度決算(B)当年度決算(A)勘定科目

16,831,5921,039,684,5661,056,516,158

6,405,46667,778,93274,184,398

△51,78650,090,96450,039,178

23,288,8441,057,372,5341,080,661,378

△37,479,1121,077,163,6781,039,684,566

60,767,956△19,791,14440,976,812

484,00080,000564,000

61,251,956△19,711,14441,540,812

8,358,024△5,981,8242,376,200

△6,161,0226,161,0220

△6,043,2996,043,299

△117,723117,723

2,197,002179,1982,376,200

△81,20081,200

△39,99839,998

494,200494,200

1,824,00058,0001,882,000

52,893,932△13,729,32039,164,612

1,224,0177,457,6028,681,619

△55,1042,307,6562,252,552

△57,0692,289,0292,231,960

1,96518,62720,592

1,168,9139,765,25810,934,171

1,174,1576,687,3507,861,507

△7,2093,059,2813,052,072

1,96518,62720,592

51,669,915△21,186,92230,482,993

11,844,236932,430,767944,275,003

1,882,0001,882,000

△619,299△33,663,892△34,283,191

△2,119,34573,050,60070,931,255

△507,7554,978,9994,471,244

△8,287,421159,074,863150,787,442

4,995,882144,609,229149,605,111

16,500,174584,380,968600,881,142

63,514,151911,243,845974,757,996

795,88035,000830,880

342,000342,000

362,0204,519,6004,881,620

109,4032,003,6852,113,088

7,662,31457,453,95865,116,272

△736,675126,328,690125,592,015

412,72170,539,32370,952,044

28,620,895575,209,368603,830,263

△118,7103,307,6853,188,975

26,064,30371,846,53697,910,839

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

その他の積立金積立額(18)

その他の積立金取崩額(17)

基本金取崩額(16)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

前期繰越活動増減差額(14)

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)

法人税、住民税及び事業税(12)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

その他の特別損失

固定資産売却損･処分損

特別収益計(8)

その他の特別収益

固定資産売却益

固定資産受贈額

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

借入金利息補助金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

就労支援事業費用

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

経常経費寄附金収益

会費収益

福祉の店事業収益

自主事業収益

委託事業収益

指定管理者事業収益

身体障害福祉事業収益

障害福祉サービス等事業収益

就労支援事業収益

児童福祉事業収益



(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第二様式

事業活動内訳表

合計公益事業社会福祉事業勘定科目

74,184,39850,000,00024,184,398

50,039,17850,005,65033,528

1,080,661,37825,209,3981,055,451,980

1,039,684,56620,477,6341,019,206,932

40,976,8124,731,76436,245,048

564,000564,000

41,540,8125,295,76436,245,048

2,376,200△393,8002,770,000

117,721,4661,200,000116,521,466

31,405,46631,405,466

84,804,00084,804,000

1,512,0001,200,000312,000

120,097,666806,200119,291,466

31,405,46631,405,466

84,804,00084,804,000

1,512,000312,0001,200,000

494,200494,200

1,882,0001,882,000

39,164,6125,689,56433,475,048

8,681,619950,1437,731,476

2,252,5522,252,552

2,231,9602,231,960

20,59220,592

10,934,171950,1439,984,028

7,861,507650,7807,210,727

3,052,072299,3632,752,709

20,59220,592

30,482,9934,739,42125,743,572

946,070,043188,460,144757,609,899

1,882,0001,882,000

△34,283,191△34,283,191

70,931,25565,36770,865,888

4,471,244△108,1304,579,374

152,126,43277,684,03574,442,397

150,061,16128,665,119121,396,042

600,881,14282,153,753518,727,389

976,553,036193,199,565783,353,471

830,880526,000304,880

342,000342,000

4,888,6204,888,620

2,113,0881,133,950979,138

65,212,22260,540,5904,671,632

125,768,405125,768,405

70,952,04470,952,044

603,830,263603,830,263

4,704,6754,704,675

97,910,83997,910,839

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の積立金積立額(18)

その他の積立金取崩額(17)

基本金取崩額(16)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

前期繰越活動増減差額(14)

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)

法人税、住民税及び事業税(12)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

サービス区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

事業区分間繰入金費用

特別収益計(8)

サービス区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

事業区分間繰入金収益

固定資産受贈額

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

借入金利息補助金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

就労支援事業費用

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

経常経費寄附金収益

会費収益

福祉の店事業収益

自主事業収益

委託事業収益

指定管理者事業収益

身体障害福祉事業収益

障害福祉サービス等事業収益

就労支援事業収益

児童福祉事業収益



(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第二様式

事業活動内訳表

法人合計内部取引消去勘定科目

74,184,398

50,039,178

1,080,661,3780

1,039,684,566

40,976,8120

564,000

41,540,8120

2,376,2000

0△117,721,466

0△31,405,466

0△84,804,000

0△1,512,000

2,376,200△117,721,466

0△31,405,466

0△84,804,000

0△1,512,000

494,200

1,882,000

39,164,6120

8,681,619

2,252,552

2,231,960

20,592

10,934,171

7,861,507

3,052,072

20,592

30,482,9930

944,275,003△1,795,040

1,882,000

△34,283,191

70,931,255

4,471,244

150,787,442△1,338,990

149,605,111△456,050

600,881,142

974,757,996△1,795,040

830,880

342,000

4,881,620△7,000

2,113,0880

65,116,272△95,950

125,592,015△176,390

70,952,044

603,830,263

3,188,975△1,515,700

97,910,839

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の積立金積立額(18)

その他の積立金取崩額(17)

基本金取崩額(16)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)

前期繰越活動増減差額(14)

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)

法人税、住民税及び事業税(12)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

サービス区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用

事業区分間繰入金費用

特別収益計(8)

サービス区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

事業区分間繰入金収益

固定資産受贈額

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

借入金利息補助金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

就労支援事業費用

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

経常経費寄附金収益

会費収益

福祉の店事業収益

自主事業収益

委託事業収益

指定管理者事業収益

身体障害福祉事業収益

障害福祉サービス等事業収益

就労支援事業収益

児童福祉事業収益



(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第二様式

事業活動内訳表

合計公益事業社会福祉事業勘定科目

1,056,516,15825,215,0481,031,301,110

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)



(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

第二号第二様式

事業活動内訳表

法人合計内部取引消去勘定科目

1,056,516,1580

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)



(単位:円)

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末

負債の部資産の部

△8,302,522流動負債 83,099,023 91,401,54540,550,501341,100,129381,650,630流動資産

1,676,094事業未払金 47,674,121 45,998,02733,148,732226,633,212259,781,944現金預金

△2,776,497その他の未払金 2,352,217 5,128,7145,289,976112,759,023118,048,999事業未収金

1,892,000１年以内返済予定設備資金借入金 2,268,000 376,000319,96576,627396,592未収補助金

0１年以内返済予定リース債務 1,424,304 1,424,304△18,387224,845206,458未収金

△38,242預り金 73,638 111,880108,130108,130商品・製品

△1,112,698職員預り金 6,674,255 7,786,9531,632,258238,9201,871,178立替金

△43,770前受金 528,860 572,630△81,403397,791316,388前払金

△31,131前受収益 16,035 47,166151,230769,711920,941前払費用

80,160仮受金 129,915 49,755

△656,338賞与引当金 21,393,678 22,050,016

484,000未払法人税等 564,000 80,000

△7,776,100未払消費税等 0 7,776,100

△5,461,016固定負債 82,149,256 87,610,272△45,738,4182,081,736,7032,035,998,285固定資産

△2,268,000設備資金借入金 38,556,000 40,824,000△57,166,7061,604,552,7701,547,386,064基本財産

△1,424,304リース債務 5,267,916 6,692,2200204,728,733204,728,733土地

△1,768,712退職給付引当金 38,325,340 40,094,052△57,166,7061,389,824,0371,332,657,331建物

△13,763,538負債の部合計 165,248,279 179,011,817△9,8709,8700普通預金(基本)

純資産の部10,000,000010,000,000定期預金

0基本金 10,000,000 10,000,000△9,990,1309,990,1300投資有価証券

0第１号基本金 10,000,000 10,000,00011,428,288477,183,933488,612,221その他の固定資産

△32,401,191国庫補助金等特別積立金 813,116,364 845,517,555△498,1595,775,6055,277,446建物附属設備

24,145,220その他の積立金 372,768,114 348,622,894△4,061,27847,806,24443,744,966構築物

17,745,404施設整備等積立金 237,328,748 219,583,344△199,888583,013383,125機械及び装置

6,405,466設備拡充積立金 15,405,466 9,000,000△1,820,5753,335,3361,514,761車輌運搬具

△5,650障害者社会参加促進事業推進積立金 120,033,900 120,039,550△2,297,79519,211,22616,913,431器具及び備品

16,831,592次期繰越活動増減差額 1,056,516,158 1,039,684,566△1,424,3048,116,5246,692,220有形リース資産

60,767,956(うち当期活動増減差額) 40,976,812 △19,791,14437,2901,647,8451,685,135ソフトウェア

△2,307,82539,910,10737,602,282退職給付引当資産

539,113183,945723,058長期預り金積立資産

17,745,404219,583,344237,328,748施設整備等積立資産

6,405,4669,000,00015,405,466設備拡充積立資産

△5,650120,039,550120,033,900障害者社会参加促進事業推進積立資産

94,00094,000差入保証金



(単位:円)

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末

純資産の部資産の部

△777,5111,854,8641,077,353長期前払費用

8,575,621純資産の部合計 2,252,400,636 2,243,825,0150136,330136,330その他の固定資産

△5,187,917負債及び純資産の部合計 2,417,648,915 2,422,836,832△5,187,9172,422,836,8322,417,648,915資産の部合計



(単位:円)

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

合計公益事業社会福祉事業勘定科目

372,768,114120,033,900252,734,214

813,116,364813,116,364

10,000,00010,000,000

10,000,00010,000,000

167,248,27930,959,711136,288,568

38,325,3405,980,60832,344,732

5,267,9165,267,916

38,556,00038,556,000

82,149,2565,980,60876,168,648

564,000564,000

21,393,6782,924,06918,469,609

129,9150129,915

2,000,0002,000,000

16,03516,035

528,860528,8600

6,674,25506,674,255

73,638073,638

1,424,3041,424,304

2,268,0002,268,000

2,352,2171,628,465723,752

47,674,12117,333,70930,340,412

85,099,02324,979,10360,119,920

2,419,648,915176,208,6592,243,440,256

136,33057,98078,350

1,077,3531,077,353

94,00094,000

120,033,900120,033,900

15,405,46615,405,466

237,328,748237,328,748

723,058723,058

37,602,2825,980,60831,621,674

1,685,13501,685,135

6,692,2206,692,220

16,913,431611,54916,301,882

1,514,76121,514,759

383,125383,125

43,744,96643,744,966

5,277,4465,277,446

488,612,221126,684,039361,928,182

10,000,00010,000,000

1,332,657,3311,332,657,331

204,728,733204,728,733

1,547,386,0641,547,386,064

2,035,998,285126,684,0391,909,314,246

2,000,0002,000,000

920,94122,400898,541

316,38861,248255,140

1,871,1781,871,1780

108,130108,130

206,45813,180193,278

396,592396,592

118,048,99910,921,743107,127,256

259,781,94436,526,741223,255,203

383,650,63049,524,620334,126,010

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

第１号基本金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

リース債務

設備資金借入金

固定負債

未払法人税等

賞与引当金

仮受金

事業区分間借入金

前受収益

前受金

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

流動負債

資産の部合計

その他の固定資産

長期前払費用

差入保証金

障害者社会参加促進事業推進積立資産

設備拡充積立資産

施設整備等積立資産

長期預り金積立資産

退職給付引当資産

ソフトウェア

有形リース資産

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置

構築物

建物附属設備

その他の固定資産

定期預金

建物

土地

基本財産

固定資産

事業区分間貸付金

前払費用

前払金

立替金

商品・製品

未収金

未収補助金

事業未収金

現金預金

流動資産



(単位:円)

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

法人合計内部取引消去勘定科目

372,768,114

813,116,364

10,000,000

10,000,000

165,248,279△2,000,000

38,325,340

5,267,916

38,556,000

82,149,256

564,000

21,393,678

129,915

0△2,000,000

16,035

528,860

6,674,255

73,638

1,424,304

2,268,000

2,352,217

47,674,121

83,099,023△2,000,000

2,417,648,915△2,000,000

136,330

1,077,353

94,000

120,033,900

15,405,466

237,328,748

723,058

37,602,282

1,685,135

6,692,220

16,913,431

1,514,761

383,125

43,744,966

5,277,446

488,612,221

10,000,000

1,332,657,331

204,728,733

1,547,386,064

2,035,998,285

0△2,000,000

920,941

316,388

1,871,178

108,130

206,458

396,592

118,048,999

259,781,944

381,650,630△2,000,000

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

第１号基本金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

リース債務

設備資金借入金

固定負債

未払法人税等

賞与引当金

仮受金

事業区分間借入金

前受収益

前受金

職員預り金

預り金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

流動負債

資産の部合計

その他の固定資産

長期前払費用

差入保証金

障害者社会参加促進事業推進積立資産

設備拡充積立資産

施設整備等積立資産

長期預り金積立資産

退職給付引当資産

ソフトウェア

有形リース資産

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置

構築物

建物附属設備

その他の固定資産

定期預金

建物

土地

基本財産

固定資産

事業区分間貸付金

前払費用

前払金

立替金

商品・製品

未収金

未収補助金

事業未収金

現金預金

流動資産



(単位:円)

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

合計公益事業社会福祉事業勘定科目

2,419,648,915176,208,6592,243,440,256

2,252,400,636145,248,9482,107,151,688

40,976,8124,731,76436,245,048

1,056,516,15825,215,0481,031,301,110

120,033,900120,033,900

15,405,46615,405,466

237,328,748237,328,748

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

障害者社会参加促進事業推進積立金

設備拡充積立金

施設整備等積立金



(単位:円)

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

法人合計内部取引消去勘定科目

2,417,648,915△2,000,000

2,252,400,6360

40,976,8120

1,056,516,1580

120,033,900

15,405,466

237,328,748

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

障害者社会参加促進事業推進積立金

設備拡充積立金

施設整備等積立金



別紙１

 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
　　・建物並びに器具及び備品－定額法
　　・有形リース資産
　　　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。
　　　リース資産の内容　

・車両運搬具（公用車2台）帳簿価格4,527,900円（希望の郷拠点）
・器具及び備品（電話機）帳簿価格2,164,320円（未来拠点）

（３）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金－一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付
　　　額のうち法人の負担額に相当する額を計上
　　　職員２名が独立行政法人福祉医療機構に加入できていなかった期間に係る退職金の一部に充当する
　　　法人の負担額を計上
　　・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
（４）消費税の会計処理
　　消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

 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
退職手当支給規程により、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会を採用

 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）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第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
　　ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
　　　　「法人本部」
　　　　「施設整備」
　　イ　希望の郷拠点（社会福祉事業）
　　　　「生活介護事業」
　　　　「自立訓練事業（生活訓練）」
　　　　「就労移行支援事業」
　　　　「就労継続支援事業（Ｂ型）」
　　　　「施設入所支援事業」
　　　　「短期入所事業」
　　　　「共同生活援助事業（希望ホーム）」
　　　　「相談支援事業所きぼう」
　　ウ　未来拠点（社会福祉事業）
　　　　「障害児入所施設」
　　　　「短期入所事業」
　　　　「放課後等デイサービス事業所未来」
　　エ　徳島県立障がい者交流プラザ（視聴覚障がい者支援センター）拠点（社会福祉事業）
　　　　「徳島県立障がい者交流プラザ（視聴覚障がい者支援センター）」
　　　　「視聴覚障がい者支援センター委託事業」
　　オ　徳島県立総合福祉センター拠点（公益事業）
　　　　「徳島県立総合福祉センター」
　　カ　徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター）拠点（公益事業）
　　　　「徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター）」
　　キ　徳島県地域生活定着支援センター拠点（公益事業）
　　　　「徳島県地域生活定着支援センター」
　　ク　ノーマライゼーション促進センター拠点（公益事業）
　　　　「ノーマライゼーション促進センター」
　　ケ　徳島県障がい者スポーツ協会拠点（公益事業）
　　　　「徳島県障がい者スポーツ協会」

計算書類に対する注記(法人全体用)



 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. 会計基準省令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。

建物（基本財産）　699,001,561円(帳簿価格）
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）40,824,000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)

徳島県債19-723については、時価評価資料がないため、帳簿価格を時価としている。

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
取引条件及び取引条件の決定方針等 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

該当なし

合計 252,362,648 259,388,680 7,026,032

徳島県債19-723 79,747,680 79,747,680 0
利付国庫債券 (10年)(328回) 50,033,900 52,080,000 2,046,100

政府保証第213回日本高速道路

保有債務返済機構債券 34,927,250 36,256,500 1,329,250
第26-1回徳島県公債 17,703,280 18,007,500 304,220

利付国庫債券 (10年)(321回) 17,463,600 18,469,500 1,005,900
利付国庫債券 (10年)(328回) 17,511,856 18,228,000 716,144

利付国庫債券 (10年)(306回) 17,518,426 18,322,500 804,074
政府保証第126回日本高速道路

保有債務返済機構債券 17,456,656 18,277,000 820,344

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

未収金 206,458 0 206,458
合計 118,652,049 0 118,652,049

事業未収金 118,048,999 0 118,048,999
未収補助金 396,592 0 396,592

合計 1,916,867,916 516,240,526 1,400,627,390

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

その他の固定資産 136,330 0 136,330
小計 155,904,429 87,934,370 67,970,059

車輌運搬具 28,763,666 27,248,905 1,514,761
器具及び備品 61,539,377 44,625,946 16,913,431

構築物 53,931,510 10,186,544 43,744,966
機械及び装置 4,398,885 4,015,760 383,125

その他の固定資産
建物附属設備 7,134,661 1,857,215 5,277,446

建物 1,760,963,487 428,306,156 1,332,657,331
小計 1,760,963,487 428,306,156 1,332,657,331

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産

投資有価証券 9,990,130 9,870 10,000,000

建物 1,389,824,037 0 57,166,706 1,332,657,331

0
合計 1,604,552,770 10,009,870 67,176,576 1,547,386,064

普通預金(基本) 9,870 0 9,870 0
定期預金 0 10,000,000 0 10,000,000

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 204,728,733 0 0 204,728,733



別紙４

(単位:円)

現金預金 ― ― ― 259,781,944
普通預金 阿波銀行　田宮　115**** ― ― ― 10,990,083

阿波銀行　二軒屋　116**** ― ― ― 4,891,325
阿波銀行　二軒屋　116**** ― ― ― 1,569,995
阿波銀行　津田　130**** ― ― ― 127,858,038
阿波銀行　津田　135**** ― ― ― 6,048,457
阿波銀行　国府①　117**** ― ― ― 22,826,356
阿波銀行　田宮　120**** ― ― ― 12,798,981
阿波銀行　昭和町　107**** ― ― ― 11,953,433
阿波銀行　昭和町　131**** ― ― ― 224,102
徳島銀行　渭北　546**** ― ― ― 16,897,610
阿波銀行　昭和町　7**** ― ― ― 34,789,706
阿波銀行　昭和町　7**** ― ― ― 6,747,893
阿波銀行　国府②　119**** ― ― ― 1,625,823
阿波銀行　田宮　123**** ― ― ― 560,142

259,781,944
事業未収金 ― ― ― 118,048,999
未収補助金 ― ― ― 396,592
未収金 ― ― ― 206,458
商品・製品 ― ― ― 108,130
立替金 ― ― ― 1,871,178
前払金 ― ― ― 316,388
前払費用 ― ― ― 920,941

381,650,630

土地
(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

―
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

― ― 73,702,733

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

―
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

― ― 131,026,000

204,728,733

建物
(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

84,488,240 22,868,141 61,620,099

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

337,413,281 94,475,714 242,937,567

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

35,796,704 22,384,870 13,411,834

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

39,016,699 24,398,434 14,618,265

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

8,953,501 6,434,577 2,518,924

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

17,378,185 10,867,154 6,511,031

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

8,282,282 4,560,770 3,721,512

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

14,670,211 14,670,210 1

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

580,376 455,009 125,367

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2010年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

11,345,398 4,687,536 6,657,862

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

6,348,100 3,969,672 2,378,428

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

3,311,700 2,070,908 1,240,792

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

684,300 491,782 192,518

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

3,619,900 2,263,641 1,356,259

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

398,000 397,999 1

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

4,252,500 3,333,960 918,540

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

23,091,100 18,103,418 4,987,682

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2010年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

738,993 305,324 433,669

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

267,270,019 74,835,600 192,434,419

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

28,355,096 17,731,382 10,623,714

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

30,905,701 19,326,356 11,579,345

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

7,092,199 5,096,924 1,995,275

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

13,765,515 8,608,030 5,157,485

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

6,560,518 3,612,653 2,947,865

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

11,620,489 11,620,488 1

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2007年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

459,724 360,416 99,308

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2010年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

8,498,419 3,511,263 4,987,156

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６０番地１

2012年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

48,456,906 14,294,785 34,162,121

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６０番地１

2012年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

178,100 148,710 29,390

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６０番地１

2012年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

110,000 91,850 18,150

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６０番地１

2012年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

816,230 273,435 542,795

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６０番地１

2012年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

6,447,800 999,405 5,448,395

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６９番地の１

2014年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

339,029,851 14,917,312 324,112,539

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６９番地の１

2014年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

266,694,759 10,667,790 256,026,969

(未来(拠点))徳島県徳島市国府町
中３６９番地の１

2014年度
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

124,332,691 5,470,638 118,862,053

1,332,657,331
定期預金 ― ― ― 10,000,000

1,547,386,064

Ⅰ　資産の部
1 流動資産

小計

2 固定資産
(1) 基本財産

小計

小計

流動資産合計

基本財産合計

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
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(単位:円)

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

建物附属設備
(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2012年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

5,591,250 1,529,669 4,061,581

(生活介護事業)徳島県徳島市西新
浜町2丁目3番78号

2013年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

390,338 136,615 253,723

(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島
県徳島市西新浜町2丁目3番78号

2014年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

379,944 55,154 324,790

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2014年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

125,129 41,709 83,420

(施設入所支援事業)徳島県徳島市
西新浜町2丁目3番78号

2014年度
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

648,000 94,068 553,932

5,277,446

構築物 ビニールハウス　他9件 ―
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

53,931,510 10,186,544 43,744,966

機械及び装置 トラクター　他1件 ―
第１種社会福祉事業である、希望
の郷（就労）に使用している

4,398,885 4,015,760 383,125

車輌運搬具 セレナ　他16件 ―
第１種社会福祉事業である、希望
の郷に使用している

28,763,666 27,248,905 1,514,761

器具及び備品
パーソナルコンピューター
H11/7/13取得　他185件

―
公益事業である、徳島県立総合福
祉センターに使用している

61,539,377 44,625,946 16,913,431

有形リース資産 ハイエースワゴン　他2件 ― 9,970,128 3,277,908 6,692,220

ソフトウェア 栄養管理システム　他5件 ―
第１種社会福祉事業である、未来
に使用している

3,895,950 2,210,815 1,685,135

退職給付引当資産 ― ― ― 37,602,282
長期預り金積立資産 ― ― ― 723,058
施設整備等積立資産 ― ― ― 237,328,748
設備拡充積立資産 ― ― ― 15,405,466
障害者社会参加促進事業推進積立資産 利付国債　第328回(10年) ― ― ― 50,033,900

定期預金　3-000-***-*** ― ― ― 20,000,000
定期預金　131**** ― ― ― 50,000,000

120,033,900
差入保証金 ― ― ― 94,000
長期前払費用 ― ― ― 1,077,353
その他の固定資産 ― ― ― 136,330

488,612,221
2,035,998,285
2,417,648,915

事業未払金 ― ― ― 47,674,121
その他の未払金 ― ― ― 2,352,217
１年以内返済予定設備資金借入金 ― ― ― 2,268,000
１年以内返済予定リース債務 ― ― ― 1,424,304
預り金 ― ― ― 73,638
職員預り金 ― ― ― 6,674,255
前受金 ― ― ― 528,860
前受収益 ― ― ― 16,035
仮受金 ― ― ― 129,915
賞与引当金 正規職員賞与引当金 ― ― ― 21,393,678
未払法人税等 ― ― ― 564,000

83,099,023

設備資金借入金 ― ― ― 38,556,000
リース債務 ― ― ― 5,267,916
退職給付引当金 ― ― ― 38,325,340

82,149,256
165,248,279
2,252,400,636

2 固定負債

固定負債合計
負債合計

差引純資産

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

流動負債合計

(2) その他の固定資産

小計

小計

Ⅱ　負債の部
1 流動負債


