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建物（基本財産） 1,624,881,609 821,605,756 803,275,853
建物 2,100,000 1,280,999 819,001
車輛運搬具 29,537,390 18,938,218 10,599,172

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

　　　土地（基本財産）　　　 　901,817,235　円　　　　
　　　建物（基本財産）　　　 　803,275,853　円
　　　土地（その他の固定資産）　40,900,000　円
　　　　　　　　　計　　　　1,745,993,088　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）　　　43,612,542　円
　　　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　　  38,988,000　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　 82,600,542　円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

合            計 1,765,223,028 0 60,129,940 1,705,093,088

６．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
ロベリア昇降浴槽を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金196,141円を取り崩した。

７．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。

土地 901,817,235 0 0 901,817,235
建物 863,405,793 0 60,129,940 803,275,853

　　　　ク　悠々いきいき介護職員初任者研修
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(１０)）は省略している。

５．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

(1) 特養拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(１１)）
　　　　ア　本部
　　　　イ　特別養護老人ホーム悠々園
　　　　ウ　短期入所施設悠々園
　　　　エ　デイサービスセンター悠々園
　　　　オ　居宅介護支援事業所悠々園
　　　　カ　ヘルパーステーション悠々園
　　　　キ　あんしんハウス

　　　　・リース資産（所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ）：定額法
(3) 引当金の計上基準
　　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更
　　　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　　　独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設等退職手当共済制度

４．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とおりになっている。

別紙２

計算書類に対する注記

（特養拠点区分用）
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
　　　　・建物並びに器具及び備品等：定額法



該当なし

１２．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
　　　　あんしんハウス事業の資金のうち、横浜銀行鶴川支店（口座番号6050309）には利用者から
　　　　預かった敷金が含まれており、会計処理上においては敷金は固定資産の「長期預り金積立資産」に
　　　　計上しているため、一つの預金口座が2つの科目に分かれている。具体的には財産目録上の
　　　　流動資産・現金預金の「横浜銀行・あんしんハウス6050309」5,216,850円＋「長期預り金積立資産」
　　　　339,000円　＝　5,555,850円が実際の預金残高となり、残高証明書と一致している。

合            計 1,753,645,543 912,356,170 841,289,373

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

器具及び備品 89,142,353 68,144,289 20,998,064
ソフトウエア 1,965,591 1,467,400 498,191
有形リース 6,018,600 919,508 5,099,092

















別紙２

計算書類に対する注記

（リレイス拠点区分用）

構築物 900,000 120,600 779,400
車輛運搬具 894,510 213,885 680,625

累計額
建物（基本財産） 44,948,391 23,565,963 21,382,428
建物 2,579,750 1,340,009 1,239,741

　　　　建物（基本財産）　　　21,382,428　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）　　　907,458　円　　　　　

８．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

合            計 22,880,838 0 1,498,410 21,382,428

６．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

７．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。

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 22,880,838 0 1,498,410 21,382,428

(1) リレイス拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(１１)）
　　　　ア　町田市鶴川第２高齢者支援センター
　　　　イ　ケアフルクラブ悠々園
　　　　ウ　能ケ谷あんしん相談室
　　　　エ　訪問看護ステーション悠々園
(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。

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　　　・リース資産（所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ）：定額法
(3) 引当金の計上基準
　　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更
　　　　該当なし

３．採用する退職給付制度
　　　　独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設等退職手当共済制度

４．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とおりになっている。

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
　　　　・建物並びに器具及び備品等：定額法



該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象
　　　　該当なし

１２．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

ソフトウエア 417,900 417,899 1
合            計 54,432,104 28,411,152 26,020,952

９．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 4,691,553 2,752,796 1,938,757



















別紙２

計算書類に対する注記

（グループホーム拠点区分用）

器具及び備品 2,846,358 2,437,494 408,864
ソフトウエア 2,001,240 33,354 1,967,886

累計額
建物（基本財産） 212,226,000 57,470,242 154,755,758

８．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

　　　　建物（基本財産）　　　　　 78,462,956　円
　　　　建物（基本財産）　　　　　 76,292,802　円　　　　
　　　　　　　　　　計　　　　　　424,755,758　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）　　　　　248,400,000　円　

６．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

７．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。
　　　　土地（基本財産）　　　　　270,000,000　円

合            計 432,195,448 0 7,439,690 424,755,758
建物 162,195,448 0 7,439,690 154,755,758
土地 270,000,000 0 0 270,000,000

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

　　　　ア　グループホーム悠々園
　　　　イ　グループホーム悠々園Ⅱ
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(１０)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

　　　　独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設等退職手当金共済制度

４．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とおりになっている。
(1) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(１１)）

(3) 引当金の計上基準
　　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更
　　　　該当なし

３．採用する退職給付制度

(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
　　　　・建物並びに器具及び備品等：定額法
　　　　・リース資産（所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ）：定額法

１．重要な会計方針



１２．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

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象
　　　　該当なし

合            計 217,073,598 59,941,090 157,132,508

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高















別紙２

計算書類に対する注記

（グランハート拠点区分用）

１１．重要な後発事象
該当なし

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．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

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

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

６．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

７．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

　　　　ア　グランハート悠々園
　　　　イ　短期入所施設グランハート悠々園
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(１０))

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

　　　　独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設等退職手当金共済制度

４．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とおりになっている。
(1) グランハート町田拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(１１))

(3) 引当金の計上基準
　　　　該当なし

２．重要な会計方針の変更
　　　　該当なし

３．採用する退職給付制度

(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
　　　　・建物並びに器具及び備品等：定額法
　　　　・リース資産（所有権移転ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ）：定額法

１．重要な会計方針



　　　　　　　グランハート特養の長期前払金のうち29年度支払予定分を流動資産に振り替えた
　　　　　　　ものである

１２．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
　　　　資金収支計算書：その他の活動による収支・その他の活動による収入




