
別紙１

1 . 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2 . 重要な会計方針

⑴ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑶ 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－ 一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職金共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・ 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

計上している。

 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

 4. 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。

⑴ 一般財団法人岩手県農業団体連合会

職員（臨時職員を除く）について、一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職共済制度に

加入している。

⑵ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部

上記⑴以外の職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の

退職金共済制度に加入している。

 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。

⑴ 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

⑵ 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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

⑶ 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）

⑷ 公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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 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）

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。

⑹ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ｱ. 本部拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

ｲ. 地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム穂の香の郷

穂の香の郷短期入所生活介護事業所

デイサービスセンターふるさと

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

ｳ. グループホーム四季の郷拠点区分（社会福祉事業）

グループホーム四季の郷

ｴ. グループホームえんじゅの里拠点区分（社会福祉事業）

グループホームえんじゅの里

 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)

計算書類に対する注記(法人全体用)

基本財産の種類

土地

建物

合計 672,659,039

609,476,670

63,182,369

前期末残高

0

0

0

当期増加額

29,441,904

29,441,904

0

当期減少額

643,217,135

580,034,766

63,182,369

当期末残高



 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

該当する事項はない。

 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。

円

円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 円

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。

(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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

⑴ グループホーム四季の郷の土地取得のため、本部拠点からグループホーム四季拠点へ

円を貸付けている。17,207,369

合計

取得価額

13,145,760

1,702,458

19,979,477

基本財産

建物

小計

その他の固定資産

668,923,172

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

601,365,000

減価償却累計額 当期末残高

未収金

合計

債権額

46,105,228

99,675

46,204,903

99,675

46,204,903

19,301,933

599,336,699

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

15,525,762

104,414,168

580,034,766

10,142,955

580,034,766

小計

計

3,986,793

1,702,447

9,836,522

88,888,406

9,158,967

11

601,365,000

668,923,172 88,888,406

630,676,669

567,494,300

63,182,369

46,105,228事業未収金

34,827,695

703,750,867

0

0

0

土地（基本財産）

建物（基本財産）

計



別紙２

 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

 2. 重要な会計方針

⑴ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑶ 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－ 一般財団法人岩手県農業団体連合会に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に

相当する金額を計上している。

 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

 4. 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。

⑴ 一般財団法人岩手県農業団体連合会

職員（臨時職員を除く）について、一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職共済制度に

加入している。

⑵ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部

上記⑴以外の職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の

退職金共済制度に加入している。

 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。

⑴ 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

⑵ 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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

⑶ 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）

⑷ 公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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 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）

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。

⑹ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ｱ. 本部拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

ｲ. 地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム穂の香の郷

穂の香の郷短期入所生活介護事業所

デイサービスセンターふるさと

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

ｳ. グループホーム四季の郷拠点区分（社会福祉事業）

グループホーム四季の郷

ｴ. グループホームえんじゅの里拠点区分（社会福祉事業）

グループホームえんじゅの里

 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

 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

該当する事項はない。

 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）



 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。

(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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

⑴ グループホーム四季の郷の土地取得のため、本部拠点からグループホーム四季拠点へ

円を貸付けている。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他の固定資産

器具及び備品 341,019 239,946 101,073

小計 341,020 239,946 101,074

車輌運搬具 1 0 1

未収金 7,575 0 7,575

合計 341,020 239,946 101,074

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 7,575 0 7,575

17,207,369



別紙２

 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

 2. 重要な会計方針

⑴ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑶ 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－ 一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職金共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・ 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

計上している。

 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

 4. 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。

⑴ 一般財団法人岩手県農業団体連合会

職員（臨時職員を除く）について、一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職共済制度に

加入している。

⑵ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部

上記⑴以外の職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の

退職金共済制度に加入している。

 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。

⑴ 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

⑵ 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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

⑶ 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）

⑷ 公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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 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）

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。

⑹ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ｱ. 本部拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

ｲ. 地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム穂の香の郷

穂の香の郷短期入所生活介護事業所

デイサービスセンターふるさと

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

ｳ. グループホーム四季の郷拠点区分（社会福祉事業）

グループホーム四季の郷

ｴ. グループホームえんじゅの里拠点区分（社会福祉事業）

グループホームえんじゅの里

 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)

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分用）

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

605,423,311

建物 586,981,354 0 27,533,043 559,448,311

土地 45,975,000 0 45,975,000

合計 632,956,354 0 27,533,043



 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

該当する事項はない。

 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。

円

円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 円

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。

(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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

土地（基本財産） 45,975,000

建物（基本財産） 559,448,311

計 605,423,311

基本財産

建物 642,047,440 82,599,129 559,448,311

601,365,000

計 601,365,000

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

構築物 13,145,760 3,986,793 9,158,967

車輌運搬具 1,702,457 1,702,447 10

小計 642,047,440 82,599,129 559,448,311

その他の固定資産

合計 675,914,075 97,716,885 578,197,190

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

器具及び備品 19,018,418 9,428,516 9,589,902

小計 33,866,635 15,117,756 18,748,879

合計 34,484,031 0 34,484,031

事業未収金 34,484,031 0 34,484,031



別紙２

 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

 2. 重要な会計方針

⑴ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑶ 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－ 一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職金共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・ 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

計上している。

 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

 4. 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。

⑴ 一般財団法人岩手県農業団体連合会

職員（臨時職員を除く）について、一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職共済制度に

加入している。

⑵ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部

上記⑴以外の職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の

退職金共済制度に加入している。

 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。

⑴ 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

⑵ 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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

⑶ 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）

⑷ 公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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 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）

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。

⑹ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ｱ. 本部拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

ｲ. 地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム穂の香の郷

穂の香の郷短期入所生活介護事業所

デイサービスセンターふるさと

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

ｳ. グループホーム四季の郷拠点区分（社会福祉事業）

グループホーム四季の郷

ｴ. グループホームえんじゅの里拠点区分（社会福祉事業）

グループホームえんじゅの里

 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)

計算書類に対する注記（グループホーム四季の郷拠点区分用）

土地 17,207,369 0 17,207,369

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

合計 26,263,207 0 1,009,849 25,253,358

建物 9,055,838 0 1,009,849 8,045,989



 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

該当する事項はない。

 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。

円

円

円

担保している債務の種類および金額は、地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分の設備資金借入金

（1年以内返済予定額を含む） 円である。

 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。

(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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

⑴ グループホーム四季の郷の土地取得のため、本部拠点からグループホーム四季拠点へ

円を貸付けている。

601,365,000

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地（基本財産） 17,207,369

建物（基本財産） 8,045,989

計 25,253,358

小計 11,638,230 3,592,241 8,045,989

その他の固定資産

基本財産

建物 11,638,230 3,592,241 8,045,989

器具及び備品 390,000 52,812 337,188

小計 390,000 52,812 337,188

事業未収金 6,172,335 0 6,172,335

未収金 46,800 0 46,800

合計 12,028,230 3,645,053 8,383,177

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

合計 6,219,135 0 6,219,135

17,207,369



別紙２

 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

 2. 重要な会計方針

⑴ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

⑶ 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金－ 一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職金共済制度に加入している

職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・ 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

計上している。

 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

 4. 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。

⑴ 一般財団法人岩手県農業団体連合会

職員（臨時職員を除く）について、一般財団法人岩手県農業団体連合会の実施する退職共済制度に

加入している。

⑵ 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部

上記⑴以外の職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の

退職金共済制度に加入している。

 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。

⑴ 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

⑵ 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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

⑶ 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）

⑷ 公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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

⑸ 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）

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。

⑹ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ｱ. 本部拠点区分（社会福祉事業）

法人本部

ｲ. 地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム穂の香の郷

穂の香の郷短期入所生活介護事業所

デイサービスセンターふるさと

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

ｳ. グループホーム四季の郷拠点区分（社会福祉事業）

グループホーム四季の郷

ｴ. グループホームえんじゅの里拠点区分（社会福祉事業）

グループホームえんじゅの里

 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)

計算書類に対する注記（グループホームえんじゅの里拠点区分用）

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

建物 13,439,478 0 899,012 12,540,466

合計 13,439,478 0 899,012 12,540,466



 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

該当する事項はない。

 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

 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。

(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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

基本財産

その他の固定資産

建物 15,237,502 2,697,036 12,540,466

小計 15,237,502 2,697,036 12,540,466

小計 230,040 115,248 114,792

合計 15,467,542 2,812,284 12,655,258

器具及び備品 230,040 115,248 114,792

未収金 45,300 0 45,300

合計 5,494,162 0 5,494,162

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 5,448,862 0 5,448,862


