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財務諸表に対する注記

資産の評価基準及び評価方法，固定資産の減価償却評価方法，引当金の計上基準等財務諸表の
作成に関する重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　イ　満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
　　ロ　満期保有目的の債券以外の有価証券：会計年度末における時価評価とする。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　最終仕入原価法に基づく，原価法による。

（３）固定資産の減価償却の方法
　　イ　建物，構築物，機械及び装置，車輌運搬具，器具及び備品
　　　・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
　　　・平成19年4月1日以降取得分 ：新定額法
　　ロ　リース資産
　　　・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
　　　　　通常の売買取引に係る方法に準じる
　　　・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
　　　　　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る

（４）引当金の計上基準
　　イ　賞与引当金
　　　　職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込みのうち当期に帰属する額を計上して
　　　いる。
　　ロ　退職給与引当金
　　　　職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において
　　　発生していると認られる額を計上している。

（５）消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は，税込方式による。

（６）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
　　　引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は，以下のとおりである。
（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
　　　全常勤職員について，独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当
　　共済制度に加入している。
（２）全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
　　　平成17年３月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財
　　団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については，全国社会福協議会が実施す
　　る退職制度に加入している。
（３）民間退職共済制度
　　　平成17年３月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財
　　団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については，社団法人宮城県民間社会福
　　祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

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
　　　貸借対照表，資金収支計算書，事業活動計算書
（２）事業区分別内訳表
　　　貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
（３）拠点区分別内訳表
　　　貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表



 一般会計
事業区分

社会福祉事業

人材育成事業

（４）拠点区分別計算書
　　　貸借対照表，資金収支計算書，事業活動計算書
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分 サービス区分
法人運営事業 法人運営事務事業

事務職員設置費事業
寄附金管理事業
全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金事業
民間社会福祉振興会退職共済掛金事業
社会福祉振興基金原資運用事業
法人運営施設支援事業
資金管理事業
災害対応支援事業

地域福祉推進事業 福祉活動指導員設置費事業
市町村社協地域福祉推進支援事業
福祉みやぎ発行事業
社会福祉施設経営指導事業
高齢者総合相談センター運営事業
被災地復興支援事業
みやぎボランティア総合センター運営事業
災害ボランティア受入体制整備事業
社会福祉施設支援事業

介護支援専門員専門研修事業

災害福祉広域支援ネットワーク運営事業
宮城県地域支え合い・生活支援推進事業
市町村社協災害支援活動運営事業

交通海難遺児はげまし事業
ボランティア基金原資運用管理運営事業
宮城県福祉人材センター運営事業
職業紹介事業
人材確保事業
福祉・介護マッチング機能強化事業

障害者相談支援従事者研修事業
サービス管理責任者研修事業
知的障害者ホームヘルパー養成研修事業
社会福祉従事者研修事業
たんの吸引等研修事業

日常生活自立支援事業
教員介護等体験事業
福祉サービス第三者評価事業

介護支援専門員実務研修受講試験事業
介護支援専門員実務研修事業

法人職員育成事業

自主研修事業
法人運営高齢者支援事業
啓発情報誌発行事業

宮城シニア美術展開催事業

シルバースポーツ振興事業

高齢者地域活動支援事業

いきいき学園仙南校

いきいき学園大崎校

いきいき学園石巻校

いきいき学園気仙沼・本吉校

いきいき学園登米・栗原校

学園運営費

福祉サービス苦情解決事業 福祉サービス苦情解決事業
啓佑学園 啓佑学園事業

啓佑学園施設入所支援事業

啓佑学園生活介護事業

啓佑学園短期入所事業

啓佑学園施設運営事業



事業区分
社会福祉事業

社会福祉事業

七ツ森希望の家短期入所事業

拠点区分 サービス区分
発達障害者支援センター事業

発達障害復興拠点事業

啓佑学園日中一時支援事業

第二啓佑学園 第二啓佑学園施設入所支援事業

第二啓佑学園生活介護事業

第二啓佑学園短期入所事業
第二啓佑学園施設運営事業

船形コロニー就労継続事業

しんぼし生活介護事業
しんぼし共同生活援助事業
第二啓佑学園日中一時支援事業

船形コロニー 船形コロニー施設入所支援事業

偕楽園 偕楽園事業
偕楽園短期宿泊事業
偕楽園施設運営事業
なごみな通所介護事業

船形コロニー生活介護事業

船形コロニー短期入所事業

船形コロニー施設運営事業

船形コロニー更生訓練事業

なごみな共同生活援助事業
なごみな訪問介護事業
なごみな居宅介護支援事業

和風園 和風園事業

和風園短期入所生活介護事業

和風園短期宿泊事業

和風園施設運営事業

太白荘 太白荘事業

太白荘施設運営事業

太白荘一時入所事業

太白荘居宅生活訓練事業

はたたて共同生活援助事業

援護寮 援護寮事業

ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業（国）

やすらぎの里 やすらぎの里地域活動支援センター事業

やすらぎの里移動支援事業

援護寮短期入所事業

援護寮施設運営事業

ほほえみ共同生活援助事業

ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業（県）

やすらぎの里居宅介護事業

やすらぎの里短期入所事業

やすらぎの里同行援護事業

やすらぎの里施設運営事業

やすらぎ日中一時支援事業

ひまわりホーム ひまわりホーム短期入所事業
ひまわりホーム施設運営事業
ひまわりホーム就労移行事業
ひまわりホーム就労継続事業
いわぬま共同生活援助事業
さとのもり市町村障害者相談支援事業
さとのもり特定相談支援事業
さとのもり障害児相談支援事業
トレーニングホームたてした事業

七ツ森希望の家地域支援
七ツ森希望の家施設運営事業
生活介護事業ふわり



事業区分

公益事業 七ツ森希望の家

介護研修センター

中国帰国者支援事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

収益事業

 生活福祉資金会計

事業区分

生活福祉資金特別会計

要保護世帯向け不動産
担保型生活支援資金特
別会計

臨時特例つなぎ資金貸
付事業特別会計
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前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

451,860,000 0 0 451,860,000

1,803,725,763 0 75,582,477 1,728,143,286

10,411,536 1,022,120 9,389,416

18,657,902 0 2,170,385 16,487,517

11,000,000 0 0 11,000,000

2,295,655,201 0 78,774,982 2,216,880,219

拠点区分 サービス区分
児童発達支援事業ふわり七ツ森希望の家地域支援
放課後等デイサービスふわり
ぱれっと障害児等療育支援事業
ぱれっと障害者就業・支援センター事業(県）
ぱれっと市町村障害者相談支援事業（よしおか）
ぱれっと市町村障害者相談支援事業（さんのう）
ぱれっと特定相談支援事業（よしおか）
ぱれっと特定相談支援事業（さんのう）
ぱれっと障害児相談支援事業（よしおか）
ぱれっと障害児相談支援事業（さんのう）

コミニケーション機器支援事業

ぱれっと共同生活援助事業
ぱれっと生活介護事業
放課後等デイサービス希望の家
ぱれっとグループホーム体験ステイ推進事業
七ツ森希望の家事業

介護研修センター施設運営事業
中国帰国者支援事業
中国帰国者就労支援事業
中国帰国者支援・交流センター事業

介護福祉士等修学資金貸付事業

七ツ森希望の家日中一時支援事業
ぱれっと日中一時支援事業
ぱれっと障害者就業・生活支援センター事業（国）
介護研修センター事業
認知症介護実践等研修事業

ＳＵＮクラブ事業 ＳＵＮクラブ事業

社会福祉会館運営事業 社会福祉会館事務室賃貸事業

図書・刊行物販売事業

拠点区分 サービス区分

生活福祉資金特別会計 生活福祉資金特別会計

生活福祉資金貸付事務
費会計

生活福祉資金貸付事務費会計 貸付事務費事業

貸付事務費事業（震災対応）

貸付事務費事業（要保護）
要保護世帯向け不動産担保型生
活支援資金特別会計

要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計

臨時特例つなぎ資金貸付事業特
別会計

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類

土地

建物

建物附属設備

会館附属設備

基本財産特定預金

合計
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（単位：円）

種類

基本財産

土地

建物

建物附属設備

会館附属設備

小計

その他の固定資産

建物

建物附属設備

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

機械及び装置

絵画等美術品

ソフトウエア

小計

合計

8
（単位：円）

会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定により，基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り
崩しを行った場合には，その旨，その理由及び金額

　該当なし

担保に供している資産

　該当なし

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。

取得価格 減価償却累計額 当期末残高

451,860,000 0 451,860,000

2,212,179,881 484,036,595 1,728,143,286

13,477,896 4,088,480 9,389,416

43,224,050 26,736,533 16,487,517

2,720,741,827 514,861,608 2,205,880,219

39,666,880 9,966,482 29,700,398

92,866,109 8,081,191 84,784,918

37,628,196 13,576,266 24,051,930

8,761,500 1,529,398 7,232,102

62,110,270 42,840,066 19,270,204

270,040,409 174,403,479 95,636,930

6,000,000 0 6,000,000

43,734,144 28,414,033 15,320,111

560,807,508 278,810,915 281,996,593

3,281,549,335 793,672,523 2,487,876,812

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

登録番号・記号

円 円 円

社会福祉振興基金

東京都公募公債(10年） 第643回 37,299,658         37,885,610        585,952

 利付国庫債券(20年) 第139回 9,963,190 12,238,000        2,274,810

大阪府公募公債（5年） 第119回 18,008,400 18,007,200 △ 1,200

 札幌市公募公債（20年） 第７回 1,358,613           1,702,496         343,883

共同発行市場公募地方債（10年） 第99回 8,266,108 8,765,097         498,989

 利付国庫債券(20年) 第62回 97,304,999 104,793,000      7,488,001

宮城県公募公債（5年） 第7回1号 13,000,000 13,031,200 31,200

185,200,968       196,422,603      11,221,635      

ボランティア基金

時 価 評価損益

債券の名称

帳簿価格

小　　計
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　該当なし

関連当事者との取引の内容

　該当なし

重要な偶発債務

　該当なし

重要な後発事象

　該当なし

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

 利付国庫債券(20年) 第62回 18,807,137         20,313,720        1,506,583

 利付国庫債券(20年) 第138回 68,036,558         84,560,000        16,523,442

 利付国庫債券(10年) 第337回 30,000,000         31,233,000 1,233,000

 利付国庫債券(20年) 第152回 86,000,000 99,269,800 13,269,800

東京都公募公債（10年） 第642回 9,999,526           10,127,000        127,474

 利付国庫債券(20年) 第136回 24,909,538         30,582,500        5,672,962

 利付国庫債券(20年) 第139回 14,944,783 18,357,000        3,412,217

愛知県公募公債（10年） 平成20年度第1回 9,998,750           10,391,000        392,250

 札幌市公募公債（20年） 第７回 98,544,357         123,487,503      24,943,146

 利付国庫債券(10年) 第332回 99,806,670         106,310,000      6,503,330

共同発行市場公募地方債（10年） 第129回 9,997,700           10,528,000        530,300

 利付国庫債券(20年) 第62回 39,920,001         42,992,000        3,071,999

宮城県公募公債（5年） 第8回2号 4,999,842           5,017,500         17,658

 利付国庫債券(20年) 第141回 78,767,167         97,845,960        19,078,793

宮城県公募公債（5年） 第8回3号 4,999,233           5,010,500         11,267

宮城県公募公債（10年） 第30回2号 19,984,700         20,830,000        845,300

共同発行市場公募地方債（10年） 第99回 191,702,892 203,274,902      11,572,010

　 宮城県公募公債（5年） 第8回2号 4,999,842           5,017,500         17,658

816,418,696       925,147,885      108,729,189    

いきいき高齢者支援基金

京都市公募公債（20年） 第２回 99,792,833         119,450,000      19,657,167

 利付国庫債券(20年) 第132回 219,307,782       272,382,000      53,074,218

 利付国庫債券(20年) 第132回 99,787,614 123,810,000 24,022,386

 利付国庫債券(20年) 第62回 39,893,334         42,992,000        3,098,666

458,781,563       558,634,000      99,852,437      

投資有価証券

大阪府公募公債（5年） 第82回 99,998,167         100,250,000      251,833

福岡市公募公債（5年） 平成23年度第10回 100,000,000       105,960,000      5,960,000

京都市公募公債（5年） 平成23年度第6回 100,000,000       100,240,000      240,000

島根県公募公債（5年） 23-3 99,990,833         100,250,000      259,167

北海道公募公債（5年） 平成23年度第14回 100,000,000       106,610,000      6,610,000

 利付国庫債券(20年) 第62回 199,932,813       214,960,000      15,027,187

 利付国庫債券(20年) 第61回 997,484,847       1,086,800,000    89,315,153

 利付国庫債券(20年) 第61回 1,495,332,928     1,630,200,000    134,867,072

3,192,739,588     3,445,270,000    252,530,412

運営資金積立預金

宮城県公募公債（5年） 第7回1号 100,000,000 100,240,000 240,000

共同発行市場公募地方債（10年） 第129回 9,997,700           10,528,000        530,300

宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,992,333         50,105,000        112,667

159,990,033       160,873,000      882,967          

人件費積立資産

宮城県公募公債（5年） 第11回1号 180,000,000       180,000,000      0

宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,992,333         50,010,000        17,667

229,992,333       230,010,000      17,667           

本会退職手当積立金特定預金

大阪府公募公債（5年） 第119回 182,007,360 181,992,800 △ 14,560

宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,992,333         50,105,000        112,667

宮城県公募公債（5年） 第11回1号 105,000,000       105,000,000      0

336,999,693       337,097,800      98,107           

5,380,122,874     5,853,455,288    473,332,414    

小　　計

小　　計

合　　計

小　　計

小　　計

小　　計

小　　計


