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事業区分

社会福祉事業

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
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

（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号第３様式，第２号第３様式，
　　第３号第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）

地域福祉推進事業

計算書類に対する注記（法人全体用）

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等：償却原価法（定額法）
　　　ロ　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
　　　イ　建物，構築物，機械及び装置，車輌運搬具，器具及び備品：定額法
　　　ロ　ソフトウェア：定額法
　　　　　ただし，自社使用のソフトウェアについては，法人内における利用可能期間（５年）に
　　　　　基づく定額法によっている。

事務職員設置費事業

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

拠点区分 サービス区分

（３）引当金の計上基準
　　　イ　退職給付引当金
　　　　　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の見積額に基づき，当期末に
　　　　　おいて発生していると認められる額を計上している。
　　　ロ　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。
　
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していた職員及び財
　　　団法人宮城いきいき財団の職員として在職していた職員については，全国社会福祉協議会が実
　　　施する積立基金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していた職員及び財
　　　団法人宮城いきいき財団の職員として在職していた職員については，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となっている。

法人運営事業 法人運営事務事業

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

（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）

法人運営施設支援事業

在宅障害者受入事業
資金管理事業

（６）生活福祉資金特別会計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）

（７）生活福祉資金事務費会計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）

（８）要保護向け不動産担保型生活福祉資金特別会計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）

（９）臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計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）

（10）各拠点区分におけるサービス区分の内容



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
福祉・介護マッチング機能強化事業
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
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・生活推進連絡会議事務局運営事業
市町村社協災害支援活動運営事業
コミュニティソーシャルワーク研修事業
介護人材確保支援事業
被災者見守り・相談支援センター支援事業
地域における子どもの貧困対策事業
障害施設応援派遣調整事業
地域共生社会形成推進事業

人材育成事業 介護支援専門員実務研修受講試験事業
サービス管理責任者研修事業
社会福祉従事者研修事業
たんの吸引等研修事業
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
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

発達障害者支援センター事業

福祉サービス苦情解決事業
啓佑学園 啓佑学園事業

啓佑学園短期入所事業
啓佑学園施設運営事業

船形の郷更生訓練事業

和風園短期入所生活介護事業
和風園短期宿泊事業

船形の郷

和風園

福祉サービス苦情解決事業

第二啓佑学園

偕楽園

和風園事業

船形の郷就労継続事業
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
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

第二啓佑学園短期入所事業
第二啓佑学園施設運営事業
しんぼし生活介護事業
しんぼし共同生活援助事業
船形の郷施設入所支援事業
船形の郷生活介護事業
船形の郷短期入所事業
船形の郷施設運営事業

第二啓佑学園生活介護事業
第二啓佑学園施設入所支援事業

和風園施設運営事業

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

太白荘事業

はたたて共同生活援助事業

太白荘

太白荘一時入所事業
太白荘居宅生活訓練事業

太白荘施設運営事業



公益事業

介護研修センター施設運営事業

収益事業

4 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）

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

1,505,965,545 0 79,408,490 1,426,557,055

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

1,968,825,545 0 79,408,490 1,889,417,055
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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

担保に供している資産
　該当なし

援護寮公益 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業（国）

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 臨時特例つなぎ資金 貸付事業特別会計

コミュニケーション機器支援事業

障害者等基幹型相談支援事業
七ツ森希望の家事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

七ツ森希望の家

介護分野就職支援金貸付事業 介護分野就職支援金貸付事業
福祉系高校修学資金貸付事業 福祉系高校修学資金貸付事業

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

土地

建物

社会福祉会館事務室賃貸事業

基本財産の種類

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

介護研修センター

中国帰国者支援事業

介護福祉士修学資金等貸付事業

保育士修学資金等貸付事業

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

社会福祉会館運営事業
図書・刊行物販売事業

介護福祉士修学資金等貸付事業（拡充分）
ＳＵＮクラブ事業 ＳＵＮクラブ事業

保育士修学資金貸付事業
保育士再就職準備金貸付事業
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

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

放課後等デイサービス希望の家

ぱれっと市町村障害者相談支援事業（よしおか）
ぱれっと特定相談支援事業（よしおか）
ぱれっと障害児相談支援事業（よしおか）

七ツ森希望の家施設運営事業
児童発達支援事業ふわり
放課後等デイサービスふわり
ぱれっと障害者就業・支援センター事業（県）

援護寮事業

ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業（県）
七ツ森希望の家短期入所事業

ぱれっと共同生活援助事業
ぱれっと生活介護事業

ほほえみ共同生活援助事業

援護寮短期入所事業
援護寮施設運営事業

援護寮

七ツ森希望の家地域支援

ぱれっとグループホーム体験ステイ推進事業

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

介護福祉士修学資金等貸付事業

定期預金

合計

認知症介護実践等研修事業
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（単位：円）

種類

基本財産

  土地

  建物

小計
（単位：円）

種類

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

絵画等美術品

小計

合計

8 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）

減価償却累計額 当期末残高

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
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は，以下のとおりである。

3,071,122,209 1,192,705,154 1,878,417,055

315,593,508 115,533,231 200,060,277

2,227,897,151

6,000,000

451,860,000 0 451,860,000

2,619,262,209 1,192,705,154 1,426,557,055

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

503,598,087

取得価額

61,241,242 59,122,143 2,119,099

34,426,956 13,302,015 21,124,941

70,801,876 34,699,012 36,102,864

365,014,601 280,941,686

0 6,000,000

853,078,183 349,480,096

3,924,200,392 1,696,303,241

84,072,915

帳簿価額 時　価 評価損益

999,683,319 1,010,400,000 10,716,681

1,499,372,620 1,515,600,000 16,227,380

199,646,710 199,980,000 333,290

299,473,655 299,970,000 496,345

2,998,176,304 3,025,950,000 27,773,696

199,989,063 202,120,000 2,130,937

199,989,063 202,120,000 2,130,937

100,000,000 99,910,000 △ 90,000

100,000,000 99,910,000 △ 90,000

社会福祉振興基金積立資産

97,468,253 98,533,500 1,065,247

9,976,852 11,385,000 1,408,148

1,359,195 1,554,263 195,068

50,000,000 50,280,000 280,000

17,994,302 17,852,400 △ 141,902

8,300,000 7,839,350 △ 460,650

185,098,602 187,444,513 2,345,911

99,959,214 101,110,000 1,150,786

9,999,500 10,120,000 120,500

39,986,979 40,424,000 437,021

78,808,537 90,872,160 12,063,623

19,991,000 20,256,000 265,000

18,884,879 19,100,340 215,461

68,765,258 78,995,000 10,229,742

30,000,000 30,273,000 273,000

86,000,000 95,116,000 9,116,000

24,943,642 28,412,500 3,468,858

14,965,273 17,077,500 2,112,227

15,000,000 14,968,500 △ 31,500

第139回利付国庫債券

第７回札幌市公募公債

28年度８回千葉県公募公債

第244回神奈川県公募公債

2021年度第４回福岡市公募公債

第30回２号宮城県公募公債

小　　計

第62回利付国庫債券

第139回利付国庫債券

ボランティア基金積立資産

第136回利付国庫債券

　 第147回大阪府公募公債

　 第147回大阪府公募公債

小　　計

投資有価証券

第164回利付国庫債券

第129回共同発行市場公募地方債

第62回利付国庫債券

第141回利付国庫債券

　 第61回利付国庫債券

第62回利付国庫債券

第138回利付国庫債券

第337回利付国庫債券

第152回利付国庫債券

種類及び銘柄

小　　計

退職給付引当資産

第７回北海道公募公債

有価証券

第332回利付国庫債券

　 第62回利付国庫債券

小　　計

　 第61回利付国庫債券



（単位：円）
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12

１年内
１年超
合　計

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
　該当なし

（２）オペレーティング・リース取引
　　（借主側）

　    オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料（土地）

当期末残高
（令和４年３月３１日）

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

（１）法人単位貸借対照表，法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書
      並びに法人全体についての計算書類に対する注記には，生活福祉資金会計準則により経理処理を行い，
      別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

3,831,600
95,470,700
99,302,300

関連当事者との取引の内容
　該当なし

帳簿価額 時　価 評価損益

98,586,381 112,735,736 14,149,355

9,995,050 10,030,000 34,950

91,700,000 86,610,650 △ 5,089,350

100,000,000 94,560,000 △ 5,440,000

807,585,713 850,661,386 43,075,673

219,574,002 251,592,000 32,017,998

105,000,000 105,084,000 84,000

99,869,292 114,360,000 14,490,708

39,982,638 40,424,000 441,362

99,925,481 107,180,000 7,254,519

564,351,413 618,640,000 54,288,587

50,000,000 50,125,000 125,000

300,000,000 299,730,000 △ 270,000

350,000,000 349,855,000 △ 145,000

9,999,500 10,120,000 120,500

9,999,500 10,120,000 120,500

5,215,200,595 5,344,700,899 129,500,304

社会福祉会館建設積立資産

　 第129回共同発行市場公募地方債

第132回利付国庫債券

第62回利付国庫債券

第２回京都市公募公債

小　　計

小　　計

合　　計

人件費積立資産

　 第22回兵庫県公募公債

　 第７回北海道公募公債

小　　計

第157回共同発行市場公募地方債

いきいき高齢者支援基金積立資産

第７回札幌市公募公債

2021年度第４回福岡市公募公債

第46回神奈川県公募公債

小　　計

第132回利付国庫債券

29年度１回熊本市公募公債

種類及び銘柄


