
別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

（法人全体用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため

　移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっている。

③リース資産

　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…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者

　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度                                                                      

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．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(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(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。

(6) 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）

　イ　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）



　　「地域包括支援センター」

　　「地域活動・交流事業」

　　「通所介護事業」（予防含む）

　　「居宅介護支援事業」（予防含む）

　　「介護予防支援」　

　　「生活支援体制整備事業」

　ウ　ぽこ・あ・ぽこ拠点（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労継続支援事業B型」

　　「就労定着支援事業」

　エ　わーくす大師拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労継続支援事業B型」

　　「特定相談支援事業」

　　「就労定着支援事業」

　オ　ウィング・ビート拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労定着支援事業」

　カ　ミラークよこすか拠点区分（社会福祉事業）

　　「就労移行支援事業」

　　「就労定着支援事業」

　キ　港北はぴねす工房拠点区分（社会福祉事業）

　ク　横浜南部就労支援センター拠点区分（公益事業）

　ケ　中部就労援助センター拠点区分（公益事業）

　　「雇用安定等事業」

　　「生活支援等事業」

　　「就労援助センター事業」

　コ　湘南地域就労援助センター拠点区分（公益事業）

　　「雇用安定等事業」

　　「生活支援等事業」

　　「就労援助センター事業」

　　「障害者生活支援事業」

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）

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   214,688,390   14,400,000    8,971,566  220,116,824

合            計   214,688,390   14,400,000    8,971,566  220,116,824

５．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                        

ぽこ･あ･ぽこ拠点におけるコンプレッサー(ポ/シコ-キソ01-00)を譲渡したことから、国庫補助金等特別積立金

を1円取り崩した。



６．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物(基本財産)   684,862,221  464,745,397  220,116,824

建物(その他)    24,923,793    8,873,275   16,050,518

構築物       380,000       25,333      354,667

車両運搬具    18,190,307   18,023,975      166,332

器具及び備品    33,960,581   26,050,566    7,910,015

有形リース資産     3,708,720    3,337,848      370,872

機械及び装置     2,280,369    2,274,130        6,239

合            計   768,305,991  523,330,524  244,975,467

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    92,071,907             0    92,071,907

未収金     2,698,423             0     2,698,423

未収補助金    77,190,074             0    77,190,074

合            計   171,960,404             0   171,960,404

９．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

１０．関連当事者との取引の内容                                                                      

    該当なし

１１．重要な偶発債務                                                                                

    該当なし

１２．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け                                                        

    該当なし

１４．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                                                          

○リース取引関係

　　・所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　リース資産の内容

　　　　その他の固定資産

　　　　　横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点におけるパワーリハビリ機器一式（器具及び備品）である。



別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有している有価証券は中央労働金庫の出資金であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため

　移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…職員の退職給付に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者

　　　　　　　　　年金共済事業の通知に基づき、施設・団体負担掛金の積立累計額を計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

（1）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．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

６．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

７．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                                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物       73,554       8,211      65,343

器具及び備品    1,671,451   1,029,278     642,173

合            計    1,745,005   1,037,489     707,516

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金    3,358,709            0    3,358,709

未収補助金    3,092,665            0    3,092,665

合            計    6,451,374            0    6,451,374

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．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

（新杉田地域ケアプラザ拠点区分用）

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

①有形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

②無形固定資産(リース資産を除く)：定額法によっている。

③リース資産

　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

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) 横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､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　地域包括支援センター

　　イ　地域活動・交流事業

　　ウ　通所介護事業(予防含む)

　　エ　居宅介護支援事業(予防含む)

　　オ　介護予防支援

　　カ　生活支援体制整備事業

(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。

　



４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし

５．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

６．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。

　該当なし

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。

　該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他の固定資産）    2,637,772     440,789   2,196,983

車両運搬具    8,933,960   8,933,956           4

器具・備品    4,850,508   3,838,398   1,012,110

有形リース資産    3,708,720   3,337,848     370,872

合            計   20,130,960  16,550,991   3,579,969

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   18,007,872            0   18,007,872

未収金   20,745,322            0   20,745,322

未収補助金    1,059,127            0    1,059,127

合            計   39,812,321            0   39,812,321

９．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。                    

    該当なし

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１１．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

（ぽこ･あ･ぽこ拠点用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) ぽこ･あ･ぽこ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､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（別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労継続支援事業B型

　　ウ　就労定着支援事業　

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。



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）

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   214,688,390            0    8,280,366  206,408,024

合            計   214,688,390            0    8,280,366  206,408,024

５．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                        

コンプレッサー(ポ/シコ-キソ01)を譲渡したことから、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（基本財産）   670,462,221  464,054,197  206,408,024

建物（その他固定資産）    16,031,645    6,719,080    9,312,565

車両運搬具     8,137,207    7,970,880      166,327

器具及び備品     7,954,200    7,817,943      136,257

機械・装置     1,872,969    1,866,731        6,238

合            計   704,458,242  488,428,831  216,029,411

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    23,805,490             0    23,805,490

未収金       117,950             0       117,950

合            計    23,923,440             0    23,923,440

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし



１１．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

（わーくす大師拠点区分用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) わーくす大師拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､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（別紙３(⑪)）

　　ア　就労移行支援事業

　　イ　就労継続支援事業B型

　　ウ　特定相談支援事業

　　エ　就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している

　

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

（単位：円）

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            0  14,400,000     691,200  13,708,800

合            計            0  14,400,000     691,200  13,708,800



５．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

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（基本財産）   14,400,000     691,200  13,708,800

建物（その他固定資産）      929,500      58,093     871,407

構築物      380,000      25,333     354,667

器具及び備品    4,553,246   3,876,080     677,166

機械及び装置      407,400     407,399           1

合            計   20,670,146   5,058,105  15,612,041

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金   23,306,767            0   23,306,767

未収金      150,000            0      150,000

合            計   23,456,767            0   23,456,767

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．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

（ウィング･ビート拠点区分用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) ウィング･ビート拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､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　就労移行支援事業

　　イ　就労定着支援事業

(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

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし

５．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



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他の固定資産）    4,298,400   1,343,962   2,954,438

車両運搬具    1,119,140   1,119,139           1

器具及び備品      541,650     334,840     206,810

合            計    5,959,190   2,797,941   3,161,249

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    9,713,553            0    9,713,553

合            計    9,713,553            0    9,713,553

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．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

（ミラークよこすか拠点区分用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) ミラークよこすか拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､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　就労移行支援事業

　　イ　就労定着支援事業

(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。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし

５．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



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物      700,634      50,853     649,781

器具及び備品    2,046,768     995,728   1,051,040

合            計    2,747,402   1,046,581   1,700,821

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    8,447,901            0    8,447,901

合            計    8,447,901            0    8,447,901

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．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

（港北はぴねす工房拠点用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) 港北はぴねす工房拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式､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（別紙３(⑪)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

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。                                                  

    該当なし



５．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

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    1,595,790     262,157   1,333,633

合            計    1,595,790     262,157   1,333,633

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    8,820,324            0    8,820,324

未収金        7,640            0        7,640

合            計    8,827,964            0    8,827,964

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１１．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

（横浜南部就労支援センター拠点区分用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している。

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) 横浜南部就労支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　当拠点区分ではサービス区分が存在していないため作成していない。

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし

５．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



６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    1,386,169     644,475     741,694

合            計    1,386,169     644,475     741,694

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金      764,370            0      764,370

合            計      764,370            0      764,370

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．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

（湘南地域就労援助センター拠点区分用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) 湘南地域就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　　ア　雇用安定等事業

　　イ　生活支援等事業

　　ウ　就労援助センター事業

　　エ　障害者生活支援事業

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．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

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    6,355,992   5,548,199     807,793

合            計    6,355,992   5,548,199     807,793

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金        2,007            0        2,007

未収補助金   30,275,532            0   30,275,532

合            計   30,277,539            0   30,277,539

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．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

（中部就労援助センター拠点区分用）

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

①有形固定資産：定額法によっている。

②無形固定資産：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…本部会計に移管し計上している

・賞与引当金　　…職員に支給する賞与の支払いに備えるため、賞与の支給見込額のうち、当期において負担

　　　　　　　　　すべき金額を計上している。

・徴収不能引当金…債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を判断

　　　　　　　　　し、回収不能見込額を計上している。

　　　　　　　　　なお、発生から1年超経過した会計年度末に回収されていない債権については、原則と

　　　　　　　　　して徴収不能引当金に計上する。

　　　　　　　　　上記の債権以外の債権（一般債権）については、過去の一定期間の貸倒実績から算出した

　　　　　　　　　貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

２．採用する退職給付制度                                                                            

・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者年金共済事業（任意加入）

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分                                                          

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) 中部就労援助センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

　　ア　雇用安定等事業

　　イ　生活支援等事業

　　ウ　就労援助センター事業

４．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

    該当なし



５．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

６．担保に供している資産                                                                            

該当なし

７．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）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

建物（その他固定資産）      252,288     252,287           1

器具及び備品    3,004,807   1,703,468   1,301,339

合            計    3,257,095   1,955,755   1,301,340

８．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）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

未収金      797,118            0      797,118

未収補助金   42,762,750            0   42,762,750

合            計   43,559,868            0   43,559,868

９．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

１０．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１１．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


