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別紙１

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

(１)有価証券の評価基準及び評価方法

 ・満期保有目的の債券等…償却原価法(定額法)

 ・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

 ・上記以外の有価証券で時価のないもの…総平均法による原価法

(２)固定資産の減価償却の方法

 ・有形固定資産(リース資産を除く)

 　平成19年３月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の１０％とした定額法。

 　　耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(１円)まで償却する。

 　平成19年４月１日以後に取得したもの…残存価額を０円とした定額法。

 　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(１円)を控除した金額に達するまで償却する。

 ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。

 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

 ・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０円とする定額法。

(３)引当金の計上基準

 ・徴収不能引当金…重要性が乏しいため計上していない。

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

 ・退職給付引当金

 　…職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

(４)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。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

(１)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

 　 対象となる役職員数は18名である。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

 　 退職手当の額等は当法人給与規程による。対象となる職員数は65名である。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)法人全体の財務諸表(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(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(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(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。

(５)各拠点区分におけるサービス区分の内容

 ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

 　 ｢法人運営事業｣｢退職積立事業｣｢基金運営事業｣｢生活福祉資金等貸付事業｣｢地域福祉活動推進事業｣

 　 ｢ボランティア活動推進事業｣｢住民参加型有償サービス事業｣｢広報啓発活動事業｣｢心配ごと相談事業｣

 　 ｢地域福祉推進大会運営事業｣｢食の自立支援事業｣｢外出支援サービス事業｣｢福祉サービス利用援助事業｣

 　 ｢手話通訳者設置事業｣｢生活支援体制整備事業｣

 イ 共同募金運動推進事業(社会福祉事業)

 　 ｢福祉育成援助活動事業｣｢歳末たすけあい運動推進事業｣

 ウ 児童福祉活動事業(社会福祉事業)

 　 ｢放課後児童健全育成事業｣｢障害児放課後対策事業｣｢障害児相談支援事業｣

 エ 障害者福祉総合支援事業(社会福祉事業)

 　 ｢居宅生活支援事業｣｢同行援護事業｣｢行動援護事業｣｢障害者訪問入浴介護事業｣｢生活介護事業｣

 　 ｢就労継続支援事業｣｢計画相談支援事業｣｢地域活動支援センター事業｣｢障害者生活支援事業｣

　　｢基幹相談支援センター事業｣

 オ 介護保険事業(社会福祉事業)

 　 ｢訪問介護事業(本所)｣｢訪問介護事業(豊田)｣｢訪問介護事業(豊浦)｣

 　 ｢訪問介護事業(豊北)｣｢通所介護事業(中村さん家)｣｢通所介護事業(おいでんか)｣｢通所介護事業(ほのぼの)｣

 　 ｢通所介護事業(わくわく)｣｢認知症対応型共同生活介護そまじ｣｢認知症対応型共同生活介護しまど｣

 　 ｢通所介護事業(とようら)｣

 カ 老人福祉センター事業(社会福祉事業)

 　 ｢菊川老人福祉センター事業｣｢豊浦老人福祉センター管理運営事業｣

 キ 身体障害者福祉センター事業(社会福祉事業)

計算書類に対する注記(法人全体)
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別紙１ ク 生活困窮者自立支援事業

 　 ｢生活困窮者自立相談支援事業｣｢生活困窮者就労準備支援事業｣｢生活困窮者家計相談支援事業｣

 ケ 社会福祉センター事業(公益事業)

 コ 障害者スポーツセンター事業(公益事業)

 サ 介護保険事業(公益事業)

 　 ｢居宅介護支援事業(本所)｣｢居宅介護支援事業(豊田)｣｢居宅介護支援事業(豊浦)｣

 　 ｢居宅介護支援事業(豊北)｣｢訪問入浴介護事業(豊浦)｣｢とよた訪問看護事業｣

 　 ｢ほうほく訪問看護事業｣

 シ 地域包括支援センター事業(公益事業)

 　 ｢東部地域包括支援センター事業｣｢豊浦地域包括支援センター事業｣｢豊北地域包括支援センター事業｣

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)

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

土地 18,978,283 0 0 18,978,283

建物 197,426,236 0 16,589,788 180,836,448

定期預金 7,000,000 0 0 7,000,000

合　　　計 223,404,519 0 16,589,788 206,814,731

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

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地(基本財産) 18,978,283 0 18,978,283

建物(基本財産) 739,335,789 558,499,341 180,836,448

建物 3,739,253 2,735,368 1,003,885

建物附属設備 1,538,421 615,668 922,753

構築物 11,689,259 6,651,486 5,037,773

機械及び装置 22,687,553 21,033,691 1,653,862

車輌運搬具 98,744,662 92,144,568 6,600,094

器具及び備品 48,793,110 40,552,361 8,240,749

合　　　計 945,506,330 722,232,483 223,273,847

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)

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 79,662,542 0 79,662,542

未収金 30,727,430 0 30,727,430

長期貸付金 6,228,935 0 6,228,935

合　　　計 116,618,907 0 116,618,907

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

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)

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

第446回大阪府公募公債(10年) 70,000,000 69,452,460 △ 547,540

京都市平成24年度第5回公募公債 50,000,000 50,768,650 768,650

第333回利付国債(10年) 13,000,000 13,284,700 284,700

合　　　計 133,000,000 133,505,810 505,810

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

該当なし

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
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別紙３(①)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

0 -
高額介護費貸
付資金原資

- - 5,000,000
(0)

高額療養費貸
付資金原資

- - 8,300,000
(0)

0 -

生活安定資金
原資

- - 1,000,0000 -

福祉振興基金
原資

-

下関市
地域福祉推進
事業

5,000,000 0 0
5,000,000

0 - 0

借 入 金 明 細 書

下関市
地域福祉推進
事業

4,000,000 0 0
4,000,000

0 - 0 0
(0)

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

区
分

設
備
整
備
借
入
金

長
期
運
営
資
金
借
入
金

0

生活安定資金
原資

- - 4,111,000
(0)

-

0 0合計 128,031,000 0 1,034,320
126,996,680

0 128,031,000
(0)

122,861,000計 122,861,000 0 0
122,861,000

4,111,000
0 - 0

(0)

山口県社会福
祉協議会

地域福祉推進
事業

4,111,000 0 0

0 0

0

下関市
地域福祉推進
事業

1,000,000 0 0

8,300,000
0 - 0

(0)

下関市
地域福祉推進
事業

8,300,000 0 0

1,000,000
0 - 0

- 100,000,000
(0)

0 -

法外援護資金
原資

- - 450,0000 -

-
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興
基金原資

- - 4,000,000

下関市
地域福祉推進
事業

450,000 0 0

100,000,000
0 - 0

(0)

下関市
地域福祉推進
事業

100,000,000 0 0

450,000
0 - 0

0 - - 5,170,000- -計 5,170,000 0 1,034,320
4,135,680

(0)
0 - 0

社会福祉安定資
金(施設修繕)

(無担保) 5,170,000
(0)

0
令和７年
３月12日

4,135,680
0 0.202 0

① ② ③ (うち1年以内償還予定額)

山口県社会福
祉協議会

社会福祉セン
ター事業

5,170,000 0 1,034,320

借入先 拠点区分
期首残高 当期借入金 当期償還額

支払利息

返済期限 使途

担保財産

帳簿価格④=①+②-③
当期支出額

利息
補助金収入 種類 内容

差引期末残高
元金償還
補助金

利率
(％)

-
 
3
0
 
-



別紙３(②)

社会福祉法人名：社会福祉法人　下関市社会福祉協議会

（単位：円）

（注）１. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、

固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の

「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

介護保険事業
(公益)

下関市社会福
祉センター

介護保険事業
(社会)

障害者福祉総
合支援事業

地域福祉推進
事業

0

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

区　分　小　計 0 0 0 0 0

0

0

合　　　　計 12,679,243 0 12,420,036 259,207

0 0

その他
施設

区　分　小　計 299 12,679,243 0 12,420,036 259,207 0 0

法人の役職員

経常

4 243,000 0 243,000 0 0 0

利用者の家族 10 535,000 0 485,000 50,000 0

寄付者の属性 区分 件数 寄附金額
うち基本金
繰入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

利用者本人 1 5,000 0 5,000 0 0 0 0

0

0

取引業者 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 284 11,896,243 0 11,687,036 209,207 0 0 0

-
 
3
1
 
-



別紙３(③)

社会福祉法人名：社会福祉法人　下関市社会福祉協議会

（単位：円）

下関市(運営事業)
下関市(地域福祉推進事業)
下関市(一時生活支援事業)
下関市(放課後児童健全育成事業)
下関市(社会福祉ｾﾝﾀｰ事業)

山口県社協(生活福祉資金貸付事業)

山口県社協(地域福祉推進事業)

山口県共同募金会(一般)
山口県共同募金会(歳末)

下関市(移動支援事業)
下関市(活動支援ｾﾝﾀｰ事業)
下関市(就労継続支援事業)
下関市(障害者訪問入浴事業)

（注） １. ｢区分｣欄には､介護保険事業の補助金事業収益の場合は｢介護事業｣､老人福祉事業の補助金事業収益の場合は｢老人事業｣､児童福祉事業の補助金事業収益の場合は｢児童事業｣､

　 保育事業の補助金事業収益の場合は｢保育事業｣､障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は｢障害事業｣､生活保護事業の補助金事業収益の場合は｢生活保護事業｣､

医療事業の補助金事業収益の場合は｢医療事業｣､○○事業の補助金事業収益の場合は｢○○事業｣､借入金利息補助金収益の場合は｢利息｣､施設整備等補助金収益の場合は｢施設｣､

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は｢償還｣と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお､運用指針別添３｢勘定科目説明｣において｢利用者からの収益も含む｣と記載されている場合のみ､｢補助金事業に係る利用者からの収益｣欄を記入するものとする。

２. ｢交付金額等合計｣の｢区分小計｣欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また､｢交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳｣の｢区分小計｣欄は､拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

障害 4,147,350 77,650 4,225,000 0 0 0 0 4,225,000

0

0
0
0
0

0

0 50,000 0 0

24,247,971

0
0

0

共募 14,655,117 0 14,655,117 0
00

0 7,005,000 0 0 0

0 14,655,117 0 0

0

0
共募

7,005,000 0 7,005,000

交付金額の拠点区分ごとの内訳

区　分　小　計

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

0 0

介護保険事業
(公益)

障害者総合支
援事業

児童健全育成
事業

共同募金運動
配分金事業

地域福祉推進
事業

介護保険事業
(社会)

0
0

交付金額
補助金事業
に係る利用者
からの収益

0 0 0

0324,000 0 324,000
92,000,000

合　　　　計 204,928,159 11,649,708

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

交付団体及び交付の目的

地域 6,955,000 0 6,955,000 0

0
661,87053,502

0

24,651,174 0 24,651,174 0 403,203

0
92,000,000

区分 合　計
うち国庫補助
金等特別積立
金積立額

0
0
0

0
0

0
00 0

0

0
0

0
00

403,203 38,903,088

0

0

0 99,918,203 38,903,088 10,056,550

0 186,000 0 0 0

0

5,237,000
6,955,000 0

0

0 92,186,000 0 0

0

0
0

0 0

0

205,170,869

独立行政法人高齢･障害･求職者用支援機構

1,400,000

0 324,000 0 0 0

186,000 0 186,000

山口県(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金)

区　分　小　計 1,400,000 0 1,400,000 0 0
242,710

0 1,400,000

0

5,481,000

地域 324,000 0 324,000 0 324,000 0 0 000

法人 92,000,000 0

区　分　小　計 10,057,840 242,710 10,300,550

区　分　小　計 39,306,291 0 39,306,291

0 3,754,000

障害 1,048,122 111,558 1,159,680
障害 500,000 500,000

区　分　小　計

1,400,0000

00 3,510,000

1,159,680 0
0 0 0 0 500,000 0 0

0 11,648,000

00

0 0

地域 50,000 0 50,000

区　分　小　計 135,185,320 0 135,185,320

0
5,237,000 0 0

0
0 0

0
0

0
0 0
0 00

0児童 5,237,000 0 5,237,000 0

地域 0 0 0
地域

社福 37,762,320

010,056,550244,000000
244,0003,754,000障害

608,368障害

0

0 37,762,320 0

0

0
0 0

0
0661,870

山口県(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金) 介護 11,648,000 0

1,400,000

0 0 0 0

公益 1,400,000 0

11,648,000

下関市(社会福祉法人軽減措置) 介護 1,708 0 1,708 0 0 0 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

下関市社会福
祉ｾﾝﾀｰ事業

0
0
0
0
0
0

37,762,320
37,762,320

37,762,320

0 0

山口県(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金)

0

0

0 11,649,708 0

0
0
0

区　分　小　計 11,649,708 0 11,649,708 0 0 0 0

0 1,708 0

-
 
3
2
 
-



別紙３(④)

社会福祉法人名：社会福祉法人　下関市社会福祉協議会

１）　事業区分間繰入金明細書 （単位：円）

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）　拠点区分間繰入金明細書 （単位：円）

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

介護保険事業(社会) 地域福祉推進事業 介護保険収入 退職積立金

児童福祉活動事業 136,200

社会福祉事業 介護保険収入 7,507,135 事業資金

1,463,465

退職積立金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

事業区分名
繰入金の財源 金　　額 使用目的等

繰入元 繰入先

退職積立金公益事業 社会福祉事業 事業資金 8,424,710
公益事業

障害者総合支援事業

繰入元

拠点区分名
使用目的等

地域福祉推進事業 1,913,470 退職積立金

地域福祉推進事業 事業資金

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 事業資金 2,860 事業資金

地域福祉推進事業 事業資金 退職積立金

地域福祉推進事業 事業資金 退職積立金

575,800
190,680

事業資金

事業資金 事業資金

2,872,295
介護保険収入 事業資金

老人福祉ｾﾝﾀｰ事業

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業

介護保険事業(社会)

3,553,997

地域福祉推進事業

繰入金の財源 金　　額

障害者総合支援事業 介護保険事業(介護)

生活困窮者自立支援事業 地域福祉推進事業 事業資金

2,000,000

退職積立金

障害者総合支援事業 地域福祉推進事業 事業資金

事業資金

6,037,126

繰入先

介護保険事業(公益)

-
 
3
3
 
-



別紙３(⑥)

社会福祉法人名：社会福祉法人　下関市社会福祉協議会

（単位：円）

（注） １. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２. ①第一号基本金とは、注解（注１２）（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解（注１２）（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解（注１２）（３）に規定する基本金をいう。

３. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

当期取崩額

0

00計

00

計

第三号基本金 0 0

第二号基本金 0 0

第一号基本金 7,000,000 7,000,000

当期末残高

第
三
号
基
本
金

当期組入額

0 0

0

計 0 0

0 0

第
二
号
基
本
金

当期組入額

0 0

当期取崩額

計 0 0

計 0 0

0 0

0 0

計

第
一
号
基
本
金

当期組入額

0 0

当期取崩額

第三号基本金 0 0

第二号基本金 0 0

基本金明細書

区分並びに組入れ及び取崩しの理由 合　　計
各拠点区分ごとの内訳

地域福祉推進事業

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

第一号基本金 7,000,000 7,000,000

前年度末残高 7,000,000 7,000,000
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別紙３(⑦)

社会福祉法人名：社会福祉法人　下関市社会福祉協議会

（単位：円）

（注） １.

２.

0 187,000

車輌運搬具(下関880あ393) 0 0 5,170,000 5,170,000 0

00279,4000279,4000279,4000換気扇(三菱EX-25FSB)

5,170,000

500,000 466,400

00187,000

国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表
と一致するように作成すること。

介護保険事業
(公益)

前期繰越額 93,006,140 87,033,464 3,510,938

区分並びに積立及び取崩の理由

補助金の種類

合　　計

各拠点区分の内訳

国庫補助金
地方公共団体

補助金
その他の団体
からの補助金

地域福祉推進
事業

障害者福祉総
合支援事業

当
期
取
崩
額

5,170,000

ﾊﾟｿｺﾝ 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0

当
期
積
立
額

ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ(CF3-GA18-L16) 0 187,000 0

0

当期積立額合計 0 466,400 5,670,000 6,136,400

81,848,080 71,294,391 3,575,816

546,157

1,915,581

当期取崩額合計 17,294,460 16,239,073 401,522

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する
取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として
計上する取崩額

特別費用の控除項目として計上
する取崩額

17,294,460

0

16,239,073

0

401,522 546,157 107,708

0 0 0

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

0

5,062,292

介護保険事業
(社会)

2,461,738

0

107,708

当期末残高

0

-
 
3
5
 
-
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決　算　基　礎　資　料

社会福祉法人　下関市社会福祉協議会

- 39 -



- 40 -



社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会
・預貯金 令和03年03月31日　現在
種別 金額(円) 備考
預貯金 小計207,545,203円

山口銀行本店営業部 普通 6470264 0 事業専用
山口銀行本店営業部 普通 6497100 0 小口現金専用
山口銀行本店営業部 普通 6497117 0 小口現金専用
山口銀行本店営業部 普通 6497124 0 小口現金専用
山口銀行本店営業部 普通 6497131 0 小口現金専用
山口銀行田部支店 普通 0014307 0 利用料専用
山口銀行西市支店 普通 6050403 0 利用料専用
山口銀行豊浦支店 普通 0085093 0 利用料専用
山口銀行滝部支店 普通 6056034 0 利用料専用
山口銀行滝部支店 普通 6116895 188,048 就労継続支援事業専用
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0330908 178,431,212
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0250724 0 事業専用
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0266545 0 事業専用
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0266537 0 事業専用
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0330916 5,036,160 生活福祉資金等基金(積立資金)
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0330924 2,511,538 生活福祉資金等基金(積立資金)
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0330932 16,348,513 生活福祉資金等基金(積立資金)
西中国信用金庫唐戸支店 普通 0251673 5,029,732 生活福祉資金等基金
西中国信用金庫菊川支店 普通 0027236 0 利用料専用
西中国信用金庫菊川支店 普通 0131311 0 利用料専用
下関農業協同組合菊川町支所 普通 9066250 0 利用料専用
下関農業協同組合豊田町支所 普通 4062109 0 利用料専用
下関農業協同組合豊浦町支所 普通 0067324 0 利用料専用
下関農業協同組合豊北町支所 普通 5030501 0 利用料専用
下関農業協同組合豊北町支所 普通 5050963 0 利用料専用
ゆうちょ銀行 当座 01500-5-04418 0 利用料専用
ゆうちょ銀行 当座 01310-3-24224 0 利用料専用
ゆうちょ銀行 当座 01330-2-72381 0 利用料専用
ゆうちょ銀行 当座 01320-2-78562 0 利用料専用
ゆうちょ銀行 当座 01350-6-84575 0 利用料専用
ゆうちょ銀行 当座 01390-0-50106 0 利用料専用

定期預金 小計508,728,973円
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1209863 7,000,000 基本金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1208833 4,594,637 福祉振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210278 49,329,249 福祉振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210260 13,433,926 福祉振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210252 37,230,000 福祉振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1209871 4,000,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金(行政出資)
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1208817 506,520 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1208794 611,967 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210163 20,000,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210317 100,000,000 下信福祉基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1208809 1,600,000 高齢者福祉基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1208825 77,173,760 下関社会福祉基金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210171 12,914,020 交通遺児積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210189 4,446,626 法人成年後見人積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210121 13,213,171 介護事業等積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210155 5,293,000 介護事業等積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210147 4,806,000 介護事業等積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210139 11,256,000 介護事業等積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1208841 55,282,000 修繕積立金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210294 50,000,000 退職共済積立預金
西中国信用金庫唐戸支店 017-0220848-1210309 36,038,097 退職共済積立預金

≪ 流 動 資 産 ≫ 178,648,992
≪ 固 定 資 産 ≫ 537,625,184

預 金 明 細 書

金融機関 口座番号等
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拠　　点　　区　　分

社会福祉法人　下関市社会福祉協議会
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)有価証券の評価基準及び評価方法

 ・満期保有目的の債券等…償却原価法(定額法)

 ・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

 ・上記以外の有価証券で時価のないもの…総平均法による原価法

(２)固定資産の減価償却の方法

 ・有形固定資産(リース資産を除く)

 　平成19年３月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の１０％とした定額法。

 　　耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(１円)まで償却する。

 　平成19年４月１日以後に取得したもの…残存価額を０円とした定額法。

 　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(１円)を控除した金額に達するまで償却する。

 ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。

 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

 ・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０円とする定額法。

(３)引当金の計上基準

 ・徴収不能引当金…重要性が乏しいため計上していない。

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

 ・退職給付引当金

 　…職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

(４)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢法人運営事業｣｢退職積立事業｣｢基金運営事業｣｢生活福祉資金等貸付事業｣

 　 ｢地域福祉活動推進事業｣｢ボランティア活動推進事業｣｢住民参加型有償サービス事業｣

　　｢広報啓発活動事業｣｢心配ごと相談事業｣｢地域福祉推進大会運営事業｣

 　 ｢食の自立支援事業｣｢外出支援サービス事業｣｢福祉サービス利用援助事業｣

 　 ｢手話通訳者設置事業｣｢生活支援体制整備事業｣

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

土地 18,978,283 0 0 18,978,283

建物 197,426,236 0 16,589,788 180,836,448

定期預金 7,000,000 0 0 7,000,000

合　　　計 223,404,519 0 16,589,788 206,814,731

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)
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別紙２6．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

該当なし

8．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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

土地(基本財産) 18,978,283 0 18,978,283

建物(基本財産) 739,335,789 558,499,341 180,836,448

構築物 459,359 459,356 3

機械及び装置 1,365,000 1,322,995 42,005

車輌運搬具 64,445,912 63,923,746 522,166

器具及び備品 33,591,420 27,383,105 6,208,315

合　　　計 858,175,763 651,588,543 206,587,220

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

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 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 1,444,631 0 1,444,631

未収金 30,643,050 0 30,643,050

長期貸付金 6,228,935 0 6,228,935

合　　　計 38,316,616 0 38,316,616

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

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。

帳簿価額 時価 評価損益

70,000,000 69,452,460 △ 547,540

50,000,000 50,768,650 768,650

13,000,000 13,284,700 284,700

133,000,000 133,505,810 505,810

11．重要な後発事象

該当なし

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

合　　　計

第333回利付国債(10年)

京都市平成24年度第5回公募公債

第446回大阪府公募公債(10年)

種類及び銘柄
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：地域福祉推進事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

9,313,699賞与引当金 10,482,195 0 1,168,496

退職給付引当金

合計 324,235,583 7,478,219 330,545,306

313,753,388 7,478,219 321,231,607

引 当 金 明 細 書

当期増加額

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

期末残高 摘要
当期減少額

目的使用 その他
科目 期首残高
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別紙３(⑫)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：地域福祉推進事業

（単位：円）

（単位：円）

（注）

１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期

預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

1,440,000

100,000,000

山口県社会福祉事業開振興基金1,440,000

34,568,171

高齢者福祉基金積立資産 1,600,000 1,600,000

下信福祉基金積立資産

25,118,487

100,000,000

下関市出資含むﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産 25,118,487

100,000,000 基金

法人成年後見等積立金 4,043,423 403,203 4,446,626

77,173,760 基金

1,600,0001,600,000

貸付資金積立金 16,264,146 50,000 16,314,146

当期減少額 期末残高

積立金・積立資産明細書

摘　要

計 405,571,656

基金

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

区　　分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

福祉振興基金 137,357,812 230,000 137,587,812

基金

下信福祉基金 100,000,000

区　　分 前期末残高 当期増加額

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金 21,118,487 21,118,487

介護事業積立金 34,568,171 34,568,171

基金

交通遺児積立金 13,445,857 531,837 12,914,020 基金

社会福祉基金 77,173,760

高齢者福祉基金

405,723,022

退職給付引当資産 97,204,938 11,166,841 86,038,097 職員退職手当支給規程による

福祉振興基金積立資産 237,357,812 230,000 237,587,812 下関市出資含む

計 620,798,659 609,783,484

その他積立資産

貸付資金積立金 28,846,211 28,896,211 下関市等出資含む

531,537 12,914,320

50,000

社会福祉基金積立資産 77,173,760

介護事業積立資産 34,568,171

77,173,760

法人成年後見等積立金 4,043,423 403,203 4,446,626

交通遺児積立資産 13,445,857
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別紙３(⑬)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：地域福祉推進事業

（単位：円）

基金運営事業 ボランティア活動推進事業 預金利息 2,512 事業資金

福祉サービス利用援助事業 福祉サービス利用援助事業 事業資金 4,128 事業資金

基金運営事業

5,468,875

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

サービス区分名
繰入金の財源 金　　額 使用目的等

繰入元 繰入先

地域福祉活動推進事業 預金利息 5,066 事業資金

退職積立金

基金運営事業 法人運営事業 預金利息 556,278 事業資金

法人運営事業 退職積立事業 補助金

事業資金 530,520 退職積立金

生活支援体制整備事業 退職積立事業 事業資金 2,154,240 退職積立金

手話通訳者設置事業 退職積立事業 事業資金 340,975 退職積立金

福祉サービス利用援助事業 退職積立事業

サービス区分間繰入金明細書

外出支援サービス事業 地域福祉活動推進事業 事業資金 151,618 事業資金

生活福祉資金等貸付事業 法人運営事業 預金利息 73 事業資金

地域福祉活動事業 法人運営事業 事業資金 1,504,244 事業資金
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：地域福祉推進事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在

種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 79,278,982 (総額178,431,212円)

西中国信用金庫唐戸支店 0251673 29,732 生活福祉資金等基金

合計 79,308,714円

・立替金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

法人運営事業 下関 職員 77,000 職員駐車場代

合計 77,000円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

法人運営事業 下関 (株)DNPﾌｫﾄﾙｼｵ他 59,821 自動販売機手数料

食の自立支援事業 菊川 下関市 75,420 助成金(3月分)

食の自立支援事業 菊川 利用者 62,220 利用料(3月分)

食の自立支援事業 豊田 下関市 121,600 助成金(3月分)

食の自立支援事業 豊田 利用者 89,550 利用料(3月分)

食の自立支援事業 豊北 下関市 333,070 助成金(3月分)

食の自立支援事業 豊北 利用者 304,250 利用料(3月分)

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊田 下関市 60,000 助成金(3月分)

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊田 利用者 29,600 利用料(3月分)

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊浦 下関市 63,000 助成金(3月分)

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊浦 利用者 18,700 利用料(3月分)

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 利用者 227,400 利用料(3月分)

合計 1,444,631円

・未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

退職積立事業 下関 全国社会福祉協議会 30,643,050 預け金取崩・差益

合計 30,643,050円

・立替金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

駐車場代 下関 職員 77,000 職員駐車場代

合計 77,000円

・前払費用

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

地域福祉活動事業 下関 (有)ｴﾇｹｲﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 26,300 借家家賃

法人運営事業 下関 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 40,920 人事/給与奉行保守料

法人運営事業 菊川 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 40,920 人事/給与奉行保守料

法人運営事業 豊田 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 40,920 人事/給与奉行保守料

法人運営事業 豊浦 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 40,920 人事/給与奉行保守料

法人運営事業 豊北 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 40,920 人事/給与奉行保守料

地域福祉活動事業 下関 (株)あそしあ少額短期保険 7,000 賃借家屋保険料

地域福祉活動事業 菊川 綜合警備保障(株) 98,340 警備保守料(4～6月分)

地域福祉活動事業 豊浦 綜合警備保障(株) 21,924 警備保守料(4～5月分)

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 山口銀行(株) 21,450 貸金庫

合計 379,614円

金融機関 口座番号等

決 算 基 礎 資 料
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・長期貸付金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

法外援護資金貸付事業 下関 利用者 615,000 法外援護貸付金

法外援護資金貸付事業 菊川 利用者 136,500 法外援護貸付金

法外援護資金貸付事業 豊田 利用者 588,500 法外援護貸付金

法外援護資金貸付事業 豊浦 利用者 20,000 法外援護貸付金

法外援護資金貸付事業 豊北 利用者 793,000 法外援護貸付金

生活安定対策資金貸付事業 下関 利用者 2,495,947 利用者27名

生活安定対策資金貸付事業 菊川 利用者 120,000 利用者1名

生活安定対策資金貸付事業 豊田 利用者 89,650 利用者4名

生活安定対策資金貸付事業 豊浦 利用者 1,218,851 利用者16名

高額療養費貸付事業 豊田 利用者 151,487 利用者1名

合計 6,228,935円

・その他積立資産

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

法人運営事業 下関 山口県社会福祉協議会 960,000 山口県社会福祉事業開発振興資金

法人運営事業 菊川 山口県社会福祉協議会 110,000 山口県社会福祉事業開発振興資金

法人運営事業 豊田 山口県社会福祉協議会 110,000 山口県社会福祉事業開発振興資金

法人運営事業 豊浦 山口県社会福祉協議会 130,000 山口県社会福祉事業開発振興資金

法人運営事業 豊北 山口県社会福祉協議会 130,000 山口県社会福祉事業開発振興資金

合計 1,440,000円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

法人運営事業 下関 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 2,640 会計ｼｽﾃﾑ保守料

法人運営事業 下関 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 6,600 予算編成ｼｽﾃﾑ保守料

法人運営事業 下関 下関市 16,701 電気料(証明写真撮影機/自動販売機)

法人運営事業 菊川 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 2,640 会計ｼｽﾃﾑ保守料

法人運営事業 豊田 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 2,640 会計ｼｽﾃﾑ保守料

法人運営事業 豊浦 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 2,640 会計ｼｽﾃﾑ保守料

法人運営事業 豊北 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 2,640 会計ｼｽﾃﾑ保守料

法人運営事業 豊北 福祉員 16,000 慶弔費

生活福祉資金貸付事業 下関 (有)村中本店 348,899 事業消耗品

地域福祉活動事業 下関 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 3,831 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ料

地域福祉活動事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 4,076 ｶﾞｿﾘﾝ代

地域福祉活動事業 菊川 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 31,514 電話料他

地域福祉活動事業 菊川 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 14,960 ｶｳﾝﾄ料

地域福祉活動事業 豊田 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 27,821 電話料他

地域福祉活動事業 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 15,965 ｶﾞｿﾘﾝ代

地域福祉活動事業 豊田 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 4,464 ｶｳﾝﾄ料

地域福祉活動事業 豊田 (有)豊原商会 5,500 ｺﾞﾐ処理料

地域福祉活動事業 豊田 (有)村田金物店 3,220 ｶﾞｽ代

地域福祉活動事業 豊浦 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 1,320 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ料

地域福祉活動事業 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 6,456 ｶﾞｿﾘﾝ代

地域福祉活動事業 豊浦 下関市上下水道局 4,199 上下水道料

地域福祉活動事業 豊北 (株)環境ﾛｼﾞﾃｯｸ 12,100 ｺﾞﾐ処理料

地域福祉活動事業 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 23,416 電話料他

地域福祉活動事業 豊北 ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 8,206 ｶｳﾝﾄ料

地域福祉活動事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 14,096 ｶﾞｿﾘﾝ代

地域福祉活動事業 豊北 下関市 584 上下水道料

地域福祉活動事業 豊北 下関市 3,847 電気料

地域福祉活動事業 豊北 山口県石油協同組合 5,464 灯油

地域福祉活動事業 下関 中国電力(株) 291 電気料(借家)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 7,057 ｶﾞｿﾘﾝ代

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 下関 日本郵便(株) 28,126 料金後納郵便

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業 下関 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 5,401 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ料

住民参加型有償ｻｰﾋﾞｽ事業 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 7,575 ｶﾞｿﾘﾝ代

住民参加型有償ｻｰﾋﾞｽ事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 19,503 ｶﾞｿﾘﾝ代

食の自立支援事業 菊川 山口県石油協同組合 9,001 ｶﾞｿﾘﾝ代

食の自立支援事業 菊川 (有)村中本店 211 事業消耗品
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サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

食の自立支援事業 菊川 (福)豊友会 74,000 給食費

食の自立支援事業 豊田 (福)豊友会 102,500 給食費

食の自立支援事業 豊田 (有)村中本店 219 事業消耗品

食の自立支援事業 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 15,072 ｶﾞｿﾘﾝ代

食の自立支援事業 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 5,426 電話料他

食の自立支援事業 豊北 味料理一景 296,400 食材費

食の自立支援事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 30,574 ｶﾞｿﾘﾝ代

食の自立支援事業 豊北 (有)村中本店 113 事業消耗品

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 菊川 山口県石油協同組合 6,678 ｶﾞｿﾘﾝ代

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊田 (有)村中本店 197 事業消耗品

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 25,135 ｶﾞｿﾘﾝ代

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 7,947 ｶﾞｿﾘﾝ代

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 5,269 ｶﾞｿﾘﾝ代

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 22,757 ｶﾞｿﾘﾝ代

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 職員 15,408 ｶﾞｿﾘﾝ代

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 職員 8,200 賃借料

生活支援体制整備事業 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 10,359 ｶｳﾝﾄ料

生活支援体制整備事業 下関 (有)村中本店 28,801 事業消耗品

生活支援体制整備事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 17,330 ｶﾞｿﾘﾝ代

合計 1,341,989円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

法人運営事業 下関 職員 46,120 人件費

法人運営事業 下関 下関年金事務所 453,576 社会保険料事業主負担

法人運営事業 下関 山口労働局 2,205,198 労働保険料

法人運営事業 菊川 職員 1,706 人件費

法人運営事業 菊川 下関年金事務所 58,976 社会保険料事業主負担

法人運営事業 豊田 下関年金事務所 90,016 社会保険料事業主負担

法人運営事業 豊浦 下関年金事務所 52,768 社会保険料事業主負担

法人運営事業 豊北 下関年金事務所 99,328 社会保険料事業主負担

退職積立事業 下関 職員 46,254,015 退職金

退職積立事業 下関 全国社会福祉協議会 60,700 退職預け金差損

退職積立事業 下関 全国社会福祉協議会 4,852,890 退職積立金

生活福祉資金貸付事業 下関 職員 67,230 人件費

生活福祉資金貸付事業 下関 下関年金事務所 24,832 社会保険料事業主負担

地域福祉活動事業 下関 職員 1,194 人件費

地域福祉活動事業 下関 下関年金事務所 51,216 社会保険料事業主負担

食の自立支援事業 菊川 職員 39,782 人件費

食の自立支援事業 豊田 職員 67,276 人件費

食の自立支援事業 豊北 職員 175,999 人件費

食の自立支援事業 豊北 下関年金事務所 23,280 社会保険料事業主負担

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊田 職員 55,545 人件費

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業 豊浦 職員 38,105 人件費

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 職員 185,648 人件費

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業 下関 下関年金事務所 70,176 社会保険料事業主負担

手話通訳者設置事業 下関 下関年金事務所 80,704 社会保険料事業主負担

生活支援体制整備事業 下関 職員 7,812 人件費

生活支援体制整備事業 下関 下関年金事務所 288,580 社会保険料事業主負担

合計 55,352,672円

・職員預り金

サービス区分 支所 相手元 金額(円) 摘要

法人運営事業 下関 職員 688,426 社会保険料

合計 688,426円
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)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。

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

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢福祉育成援助活動事業｣｢歳末たすけあい運動推進事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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

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

11．重要な後発事象

該当なし

該当なし

計算書類に対する注記(共同募金運動推進事業拠点区分用)

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
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(２)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。

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

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢放課後児童健全育成事業｣｢障害児放課後対策事業｣｢障害児相談支援事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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

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

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
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

事業未収金 388,560 0 388,560

合　　　計 388,560 0 388,560

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

該当なし

計算書類に対する注記(児童福祉活動事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：児童福祉活動事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

合計 97,600 101,000 0 0 198,600

賞与引当金 97,600 101,000 0 0 198,600

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：児童福祉活動事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在

種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 986,922 (総額178,431,212円)

合計 986,922円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

放課後児童健全育成事業 菊川 利用者 77,000 利用料(3月分)

障害児放課後対策事業 豊浦 利用者 1,200 利用料(3月分)

障害児相談支援事業 下関 山口県国保連合会 135,110 障害児相談支援給付費(2月分)

障害児相談支援事業 下関 山口県国保連合会 175,250 障害児相談支援給付費(3月分)

合計 388,560円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

放課後児童健全育成事業 菊川 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 4,373 電話料他

放課後児童健全育成事業 菊川 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 1,885 ｶｳﾝﾄ料

放課後児童健全育成事業 菊川 中国電力(株) 8,934 電気料

放課後児童健全育成事業 菊川 (有)村中本店 67 事業消耗品

障害児放課後対策事業 豊浦 (有)村中本店 1,483 事業消耗品

障害児放課後対策事業 豊浦 下関市上下水道局 4,532 上下水道料

障害児放課後対策事業 豊浦 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 3,007 電話料他

障害児放課後対策事業 豊浦 中国電力(株) 1,625 電気料

合計 25,906円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

放課後児童健全育成事業 菊川 職員 249,916 人件費

放課後児童健全育成事業 菊川 下関年金事務所 21,930 社会保険料事業主負担

障害児放課後対策事業 豊浦 下関年金事務所 19,620 社会保険料事業主負担

合計 291,466円

決 算 基 礎 資 料

金融機関等 口座番号等
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)固定資産の減価償却の方法

 ・有形固定資産(リース資産を除く)

 　平成19年３月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の１０％とした定額法。

 　　耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(１円)まで償却する。

 　平成19年４月１日以後に取得したもの…残存価額を０円とした定額法。

 　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(１円)を控除した金額に達するまで償却する。

 ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。

 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

 ・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０円とする定額法。

(２)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(３)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢居宅生活支援事業｣｢同行援護事業｣｢行動援護事業｣｢障害者訪問入浴介護事業｣｢生活介護事業｣

 　 ｢就労継続支援事業｣｢計画相談支援事業｣｢地域活動支援センター事業｣

 　 ｢障害者生活支援事業｣｢基幹相談支援センター事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物付属設備 279,400 4,656 274,744

構築物 8,295,000 4,510,406 3,784,594

機械及び装置 1,554,000 1,553,999 1

車輌運搬具 8,253,020 8,253,017 3

器具及び備品 5,170,606 4,094,951 1,075,655

合　　　計 23,552,026 18,417,029 5,134,997

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

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 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 15,474,018 0 15,474,018

合　　　計 15,474,018 0 15,474,018

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

該当なし

計算書類に対する注記(障害者福祉総合支援事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：障害者福祉総合支援事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

合計 3,189,417 567,641 0 0 3,757,058

賞与引当金 3,189,417 567,641 0 0 3,757,058

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他
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別紙３(⑫)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：障害者福祉総合支援事業

（単位：円）

（単位：円）

（注）

１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期

預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

区　　分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

修繕積立金 13,019,000 2,714,000 15,733,000

摘　要

計 13,019,000 2,714,000 0 15,733,000

区　　分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

修繕積立資産 13,019,000 2,714,000 15,733,000

計 13,019,000 2,714,000 0 15,733,000
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：障害者福祉総合支援事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在

種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 40,303,456 (総額178,431,212円)

山口銀行滝部支店 6116895 188,048 就労継続支援事業専用

合計 40,491,504円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

障害者居宅支援事業 下関 山口県国保連合会 799,059 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

障害者居宅支援事業 下関 山口県国保連合会 973,518 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

障害者居宅支援事業 下関 利用者 16,775 利用料(3月分)

障害者居宅支援事業 下関 下関市 39,877 移動支援給付費(3月分)

障害者居宅支援事業 豊浦 山口県国保連合会 202,714 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

障害者居宅支援事業 豊浦 山口県国保連合会 213,034 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

障害者居宅支援事業 豊浦 下関市 9,783 移動支援給付費(3月分)

障害者居宅支援事業 豊浦 利用者 1,833 利用料(3月分)

障害者居宅支援事業 豊北 山口県国保連合会 238,100 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

障害者居宅支援事業 豊北 山口県国保連合会 65,780 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

同行援護事業 下関 山口県国保連合会 54,640 同行援護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

同行援護事業 下関 山口県国保連合会 96,800 同行援護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

同行援護事業 豊田 山口県国保連合会 12,020 同行援護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

同行援護事業 豊田 山口県国保連合会 8,710 同行援護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

同行援護事業 豊浦 山口県国保連合会 6,580 同行援護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

同行援護事業 豊浦 山口県国保連合会 4,560 同行援護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

障害者訪問入浴介護事業 豊浦 下関市 220,000 訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ費((3月分)

障害者訪問入浴介護事業 豊浦 利用者 5,000 利用料(3月分)

生活介護事業 豊浦 山口県国保連合会 1,712,370 生活介護ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

生活介護事業 豊浦 山口県国保連合会 2,162,230 生活介護ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

就労継続支援事業 豊北 山口県国保連合会 1,555,000 就労継続支援B型ｻｰﾋﾞｽ費(2月分)

就労継続支援事業 豊北 山口県国保連合会 2,043,150 就労継続支援B型ｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

就労継続支援事業 豊北 下関市 500,000 生産活動活性化支援事業補助金

就労継続支援事業 豊北 ｸﾞﾗﾝ(合) 82,461 下請け作業料(2月分)

就労継続支援事業 豊北 ｸﾞﾗﾝ(合) 105,248 下請け作業料(3月分)

就労継続支援事業 豊北 (株)素敬 4,960 下請け作業料(3月分)

就労継続支援事業 豊北 道の駅北浦街道豊北 12,765 購買料(2月分)

就労継続支援事業 豊北 道の駅北浦街道豊北 6,335 購買料(3月分)

計画相談支援事業 下関 下関市 64,425 障害程度区分認定調査費(2月分)

計画相談支援事業 下関 下関市 73,015 障害程度区分認定調査費(3月分)

計画相談支援事業 下関 山口県国保連合会 40,940 計画相談支援給付費(1月分)

計画相談支援事業 下関 山口県国保連合会 2,049,660 計画相談支援給付費(2月分)

計画相談支援事業 下関 山口県国保連合会 1,975,870 計画相談支援給付費(3月分)

地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 下関 下関市 104,406 障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ費(3月分)

地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 下関 利用者 12,400 利用料(3月分他)

合計 15,474,018円

・前払費用

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

生活介護事業 豊浦 綜合警備保障(株) 36,540 警備保守料(4～6月分)

就労継続支援事業 豊北 (株)丸滝 37,500 滝部店舗家賃(4月分)

合計 74,040円

決 算 基 礎 資 料

金融機関等 口座番号等
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・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

障害者居宅支援事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 21,922 ｶﾞｿﾘﾝ代

障害者居宅支援事業 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 9,900 ｶｳﾝﾄ料

障害者居宅支援事業 豊北 山口県石油協同組合 10,599 ｶﾞｿﾘﾝ代

障害者訪問入浴介護事業 豊浦 山口県石油協同組合 4,775 灯油代

生活介護事業 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 48,563 ｶﾞｿﾘﾝ代

生活介護事業 豊浦 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 9,460 ｶｳﾝﾄ料

生活介護事業 豊浦 中国電力(株) 35,876 電気料

生活介護事業 豊浦 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 3,006 電話料

生活介護事業 豊浦 下関市上下水道局 4,532 上下水道料

就労継続支援事業 豊北 下関市 41,651 電気料

就労継続支援事業 豊北 下関市 14,372 上下水道料

就労継続支援事業 豊北 (有)中村石油 2,990 ｶﾞｽ代

就労継続支援事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 81,220 ｶﾞｿﾘﾝ代

就労継続支援事業 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 4,051 電話料

就労継続支援事業 豊北 御食事 はかたや 116,280 給食費

就労継続支援事業 豊北 ﾌｧﾐﾘｰ食堂ひろちゃんず 30,090 給食費

就労継続支援事業 豊北 利用者 398,987 工賃

計画相談支援事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 14,609 ｶﾞｿﾘﾝ代

計画相談支援事業 下関 (有)村中本店 1,299 消毒備品

計画相談支援事業 下関 日本郵便(株) 6,198 料金後納郵便

地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 35,435 ｶﾞｿﾘﾝ代

地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 8,395 ｶｳﾝﾄ料

障害者生活支援事業 下関 (株)ﾀｶﾗ 36,850 事業消耗品

障害者生活支援事業 下関 (有)村中本店 35,215 事業消耗品

障害者生活支援事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 9,196 ｶﾞｿﾘﾝ代

基幹相談支援センター運営事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 7,573 ｶﾞｿﾘﾝ代

基幹相談支援センター運営事業 下関 (有)村中本店 2,091 事業消耗品

合計 995,135円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

障害者居宅支援事業 下関 職員 208,144 人件費

同行援護事業 下関 職員 4,088 人件費

同行援護事業 下関 下関年金事務所 74,709 社会保険料事業主負担

計画相談支援事業 下関 職員 113,151 人件費

計画相談支援事業 下関 下関年金事務所 43,456 社会保険料事業主負担

地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業 下関 下関年金事務所 79,322 社会保険料事業主負担

障害者生活支援事業 下関 職員 9,452 人件費

障害者生活支援事業 下関 下関年金事務所 105,536 社会保険料事業主負担

基幹相談支援センター運営事業 下関 職員 21,390 人件費

基幹相談支援センター運営事業 下関 下関年金事務所 128,050 社会保険料事業主負担

合計 2,363,886円
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)固定資産の減価償却の方法

 ・有形固定資産(リース資産を除く)

 　平成19年３月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の１０％とした定額法。

 　　耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(１円)まで償却する。

 　平成19年４月１日以後に取得したもの…残存価額を０円とした定額法。

 　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(１円)を控除した金額に達するまで償却する。

 ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。

 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

 ・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０円とする定額法。

(２)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(３)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢訪問介護事業(本所)｣｢訪問介護事業(豊田)｣｢訪問介護事業(豊浦)｣

 　 ｢訪問介護事業(豊北)｣｢通所介護事業(中村さん家)｣｢通所介護事業(おいでんか)｣

 　 ｢通所介護事業(ほのぼの)｣｢通所介護事業(わくわく)｣｢認知症対応型共同生活介護そまじ｣

 　 ｢認知症対応型共同生活介護しまど｣｢通所介護事業(とようら)｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 3,118,753 2,114,878 1,003,875

建物附属設備 1,259,021 611,012 648,009

構築物 2,698,000 1,444,825 1,253,175

機械及び装置 12,862,053 11,704,082 1,157,971

車輌運搬具 13,207,820 12,192,190 1,015,630

器具及び備品 4,888,134 4,132,013 756,121

合　　　計 38,033,781 32,199,000 5,834,781

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

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 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 33,782,458 0 33,782,458

未収金 30,560 0 30,560

合　　　計 33,813,018 0 33,813,018

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業（社会）拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：介護保険事業(社会)

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

合計 5,847,309 0 777,818 0 5,069,491

賞与引当金 5,847,309 0 777,818 0 5,069,491

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他
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別紙３(⑫)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：介護保険事業(社会)

（単位：円）

（単位：円）

（注）

１ 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２ 退職給付引当金に対応している退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期

預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

区　　分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

修繕積立金 36,238,000 3,311,000 39,549,000

摘　要

計 36,238,000 3,311,000 0 39,549,000

区　　分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

修繕積立資産 36,238,000 3,311,000 39,549,000

計 36,238,000 3,311,000 0 39,549,000
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別紙３(⑬)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：介護保険事業(社会)

（単位：円）

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

サービス区分名
繰入金の財源 金　　額 使用目的等

繰入元 繰入先

訪問介護事業(豊田) 通所介護事業（中村さん家） 介護保険収入 700,000 事業資金
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：介護保険事業(社会)

・預貯金 令和03年03月31日　現在
種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 10,544,404 (総額178,431,212円)

合計 10,544,404円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

訪問介護事業 下関 山口県国保連合会 348,144 介護給付費(2月分)

訪問介護事業 下関 山口県国保連合会 482,720 介護給付費(3月分)

訪問介護事業 下関 山口県国保連合会 299,700 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

訪問介護事業 下関 山口県国保連合会 321,702 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

訪問介護事業 下関 利用者 96,807 利用料(2月分)

訪問介護事業 下関 利用者 123,498 利用料(3月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 168,093 介護給付費(10月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 32,238 介護給付費(1月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 1,394,373 介護給付費(2月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 1,474,649 介護給付費(3月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 40,392 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(1月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 440,803 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

訪問介護事業 豊田 山口県国保連合会 535,228 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

訪問介護事業 豊田 利用者 3,171 利用料(2月分)

訪問介護事業 豊田 利用者 239,173 利用料(3月分)

訪問介護事業 豊浦 山口県国保連合会 510,704 介護給付費(2月分)

訪問介護事業 豊浦 山口県国保連合会 499,622 介護給付費(3月分)

訪問介護事業 豊浦 山口県国保連合会 343,440 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

訪問介護事業 豊浦 山口県国保連合会 311,157 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

訪問介護事業 豊浦 利用者 90,661 利用料(3月分)

訪問介護事業 豊北 山口県国保連合会 40,536 介護給付費(1月分)

訪問介護事業 豊北 山口県国保連合会 642,753 介護給付費(2月分)

訪問介護事業 豊北 山口県国保連合会 631,035 介護給付費(3月分)

訪問介護事業 豊北 山口県国保連合会 15,030 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(10月分他)

訪問介護事業 豊北 山口県国保連合会 173,881 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

訪問介護事業 豊北 山口県国保連合会 225,370 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

訪問介護事業 豊北 利用者 186,108 利用料(3月分他)

通所介護事業(中村さん家) 菊川 山口県国保連合会 579,636 介護給付費(2月分)

通所介護事業(中村さん家) 菊川 山口県国保連合会 728,955 介護給付費(3月分)

通所介護事業(中村さん家) 菊川 山口県国保連合会 167,850 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

通所介護事業(中村さん家) 菊川 山口県国保連合会 208,251 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

通所介護事業(中村さん家) 菊川 利用者 212,634 利用料(3月分)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 山口県国保連合会 77,481 介護給付費(1月分)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 山口県国保連合会 1,596,708 介護給付費(2月分)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 山口県国保連合会 1,759,679 介護給付費(3月分)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 山口県国保連合会 273,366 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 山口県国保連合会 301,545 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 利用者 457,517 利用料(3月分他)

通所介護事業(おいでんか) 豊田 下関市 1,708 利用料軽減措置補助金

通所介護事業(とようら) 豊浦 山口県国保連合会 384,330 介護給付費(2月分)

通所介護事業(とようら) 豊浦 山口県国保連合会 549,840 介護給付費(3月分)

通所介護事業(とようら) 豊浦 利用者 150,760 利用料(3月分)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県国保連合会 99,549 介護給付費(1月分)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県国保連合会 1,122,201 介護給付費(2月分)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県国保連合会 1,241,928 介護給付費(3月分)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県国保連合会 31,185 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県国保連合会 33,714 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県国保連合会 38,997 利用料(2月分他)

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 利用者 229,618 利用料(3月分)

通所介護事業(わくわく) 豊北 山口県国保連合会 1,013,321 介護給付費(2月分)

通所介護事業(わくわく) 豊北 山口県国保連合会 1,182,669 介護給付費(3月分)

通所介護事業(わくわく) 豊北 山口県国保連合会 361,455 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(2月分)

通所介護事業(わくわく) 豊北 山口県国保連合会 404,407 予防給付型訪問ｻｰﾋﾞｽ(3月分)

決 算 基 礎 資 料

サービス区分 口座番号等
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サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

通所介護事業(わくわく) 豊北 利用者 340,794 利用料(3月分)

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 山口県国保連合会 1,868,265 介護給付費(2月分)

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 山口県国保連合会 2,232,405 介護給付費(3月分)

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 利用者 8,379 利用料(2月分)

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 利用者 1,041,845 利用料(3月分)

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 山口県国保連合会 2,070,108 介護給付費(2月分)

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 山口県国保連合会 2,291,913 介護給付費(3月分)

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 利用者 1,048,457 利用料(3月分)

合計 33,782,458円

・未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

訪問介護事業 豊北 職員 30,560 人件費

合計 30,560円

・立替金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

訪問介護事業 豊浦 豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ事業 124,486 事業資金

合計 124,486円

・前払費用

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

訪問介護事業 豊浦 綜合警備保障(株) 21,924 警備保守料(4～5月分)

合計 21,924円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

訪問介護事業 下関 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

訪問介護事業 下関 職員 6,156 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 下関 職員 20,060 ﾊﾞｽ代

訪問介護事業 下関 職員 10,120 賃借料

訪問介護事業 豊田 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 10,607 電話料

訪問介護事業 豊田 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

訪問介護事業 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 46,078 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 豊田 職員 25,677 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 豊田 職員 13,900 賃借料

訪問介護事業 豊田 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 4,462 ｶｳﾝﾄ料

訪問介護事業 豊田 (有)豊原商会 5,500 ｺﾞﾐ処理料

訪問介護事業 豊浦 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 7,246 電話料

訪問介護事業 豊浦 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 7,370 SES保守料

訪問介護事業 豊浦 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

訪問介護事業 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 15,048 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 豊浦 下関市上下水道局 4,199 上下水道料

訪問介護事業 豊浦 職員 15,912 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 豊浦 職員 10,000 賃借料

訪問介護事業 豊北 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 5,610 ｶｳﾝﾄ料

訪問介護事業 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 9,059 電話料

訪問介護事業 豊北 山口県石油協同組合 10,497 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 豊北 下関市 30,069 電気料

訪問介護事業 豊北 下関市 5,649 上下水道料

訪問介護事業 豊北 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

訪問介護事業 豊北 職員 12,231 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問介護事業 豊北 職員 3,900 賃借料

通所介護事業(中村さん家) 菊川 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 8,330 電話料

通所介護事業(中村さん家) 菊川 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 3,769 ｶｳﾝﾄ料

通所介護事業(中村さん家) 菊川 有楽 77,000 給食費

通所介護事業(中村さん家) 菊川 幸福屋 25,480 教養娯楽費

通所介護事業(中村さん家) 菊川 中国電力(株) 20,455 電気料

通所介護事業(中村さん家) 菊川 山口県石油協同組合 34,354 ｶﾞｿﾘﾝ代他

通所介護事業(おいでんか) 豊田 有楽 173,340 給食費

通所介護事業(おいでんか) 豊田 (株)丸久 16,887 給食費

通所介護事業(おいでんか) 豊田 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 5,436 ｶｳﾝﾄ料

通所介護事業(おいでんか) 豊田 中国電力(株) 47,550 電気料

通所介護事業(おいでんか) 豊田 (株)ｴﾈﾙｷﾞｱ･ﾗｲﾌ＆ｱｸｾｽ下関営業所 4,276 温水器ﾘｰｽ料

通所介護事業(おいでんか) 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 98,721 ｶﾞｿﾘﾝ代

通所介護事業(おいでんか) 豊田 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 11,226 電話料

通所介護事業(とようら) 豊浦 下関市上下水道局 3,469 上下水道料
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サービス区分 支所 相手先 摘要

通所介護事業(とようら) 豊浦 花結 88,000 給食費

通所介護事業(とようら) 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 26,935 ｶﾞｿﾘﾝ代

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 味料理一景 70,720 給食費

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 (株)ｻﾝﾏｰﾄ 6,117 教養娯楽費他

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 旬菜料理なおゑ 18,720 給食費

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県漁業協同組合 23,612 ｶﾞｽ代

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 9,097 電話料

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 下関市上下水道局 25,656 上下水道料

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 山口県石油協同組合 39,262 ｶﾞｿﾘﾝ代他

通所介護事業(わくわく) 豊北 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 2,932 ｶｳﾝﾄ料

通所介護事業(わくわく) 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 9,687 電話料

通所介護事業(わくわく) 豊北 山口県漁業協同組合 6,098 ｶﾞｽ代

通所介護事業(わくわく) 豊北 かあちゃん食堂 130,520 給食費

通所介護事業(わくわく) 豊北 旬菜料理なおゑ 13,520 給食費

通所介護事業(わくわく) 豊北 下関市上下水道局 22,336 上下水道料

通所介護事業(わくわく) 豊北 中国電力(株) 52,119 電気料

通所介護事業(わくわく) 豊北 山口県石油協同組合 85,122 ｶﾞｿﾘﾝ代他

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 8,616 電話料

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 山口ﾔｸﾙﾄ販売(株) 17,418 食材費

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 9,787 ｶｳﾝﾄ料

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 6,351 ｶﾞｿﾘﾝ代

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 中国電力(株) 72,114 電気料

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 小野愛農組合 9,018 食材費

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 下関市上下水道局 34,126 上下水道料

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 (株)ｻﾝﾏｰﾄ 55,952 食材費

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 原田鮮魚店 31,150 食材費

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 3,567 電話料

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 山口ﾔｸﾙﾄ販売(株) 15,649 食材費

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 (株)ｻﾝﾏｰﾄ 13,465 食材費

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 山口県漁業協同組合 144,897 食材費

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 味料理一景 102,960 給食費

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 下関市上下水道局 51,794 上下水道料

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 山口県石油協同組合 24,455 ｶﾞｿﾘﾝ代他

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 ﾎｰﾑﾀｳﾝ(有) 8,055 ｶﾞｽ代

合計 2,053,782円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

訪問介護事業 下関 職員 340,821 人件費

訪問介護事業 下関 下関年金事務所 125,798 社会保険料事業主負担

訪問介護事業 豊田 職員 537,339 人件費

訪問介護事業 豊田 下関年金事務所 152,499 社会保険料事業主負担

訪問介護事業 豊浦 職員 217,878 人件費

訪問介護事業 豊浦 下関年金事務所 49,664 社会保険料事業主負担

訪問介護事業 豊北 職員 236,146 人件費

訪問介護事業 豊北 下関年金事務所 141,643 社会保険料事業主負担

通所介護事業(中村さん家) 菊川 職員 345,205 人件費

通所介護事業(中村さん家) 菊川 下関年金事務所 75,584 社会保険料事業主負担

通所介護事業(おいでんか) 豊田 職員 586,622 人件費

通所介護事業(おいでんか) 豊田 下関年金事務所 145,829 社会保険料事業主負担

通所介護事業(とようら) 豊浦 職員 231,886 人件費

通所介護事業(とようら) 豊浦 下関年金事務所 31,040 社会保険料事業主負担

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 職員 511,049 人件費

通所介護事業(ほのぼの) 豊北 下関年金事務所 133,475 社会保険料事業主負担

通所介護事業(わくわく) 豊北 職員 714,062 人件費

通所介護事業(わくわく) 豊北 下関年金事務所 64,874 社会保険料事業主負担

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 職員 725,577 人件費

認知症対応型共同生活介護そまじ 豊北 下関年金事務所 283,202 社会保険料事業主負担

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 職員 747,140 人件費

認知症対応型共同生活介護しまど 豊北 下関年金事務所 289,668 社会保険料事業主負担

合計 6,687,001円
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)固定資産の減価償却の方法

 ・有形固定資産(リース資産を除く)

 　平成19年３月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の１０％とした定額法。

 　　耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(１円)まで償却する。

 　平成19年４月１日以後に取得したもの…残存価額を０円とした定額法。

 　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(１円)を控除した金額に達するまで償却する。

 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

 ・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０円とする定額法。

(２)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(３)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。

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

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢菊川老人福祉センター事業｣｢豊浦老人福祉センター管理運営事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 620,500 620,490 10

構築物 236,900 236,899 1

機械及び装置 6,497,000 6,172,150 324,850

器具及び備品 3,060,150 3,060,142 8

合　　　計 10,414,550 10,089,681 324,869

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

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 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 600,000 0 600,000

合　　　計 600,000 0 600,000

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

該当なし

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点区分用)

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
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：老人福祉センター事業

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 下関市 600,000 下関市指定管理者事業継続支援金

合計 600,000円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 山口県石油協同組合 133,584 灯油代

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 (株)ﾀﾞｽｷﾝ 12,750 ﾏｯﾄ･ﾓｯﾌﾟﾘｰｽ料

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 全農西日本ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)JAｸﾐｱｲﾌﾟﾛﾊﾟﾝ下関販売所 3,304 ｶﾞｽ代

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 (有)村中本店 2,371 事業消耗品

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 下関市上下水道局 79,415 水道料

合計 231,424円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 職員 203,738 人件費

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 下関年金事務所 40,352 社会保険料事業主負担

合計 244,090円

・預り金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

豊浦老人福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 豊浦 訪問介護事業（豊浦） 124,486 事業資金

合計 124,486円

決 算 基 礎 資 料
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(２)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)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。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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

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

11．重要な後発事象

該当なし

該当なし

計算書類に対する注記(身体障害者福祉センター事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：身体障害者福祉センター事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

合計 1,233,338 0 114,572 0 1,118,766

賞与引当金 1,233,338 0 114,572 0 1,118,766

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：身体障害者福祉センター事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在

種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 1,018,848 (総額178,431,212円)

合計 1,018,848円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 下関 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 12,397 電話料

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 下関 (有)村中本店 2,183 事業消耗品

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 下関 下関市 765,354 管理費返還金

合計 779,934円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 下関 職員 80,768 人件費

身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 下関 下関年金事務所 158,146 社会保険料事業主負担

合計 238,914円

決 算 基 礎 資 料

金融機関等 口座番号等
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(２)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

　　｢生活困窮者自立相談支援事業｣｢生活困窮者就労準備支援事業｣｢生活困窮者家計改善支援事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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

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

11．重要な後発事象

該当なし

該当なし

計算書類に対する注記(生活困窮者自立支援事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：生活困窮者自立支援事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

合計 2,080,534 0 81,067 0 1,999,467

賞与引当金 2,080,534 0 81,067 0 1,999,467

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：生活困窮者自立支援事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在
種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 789,251 (総額178,431,212円)

合計 789,251円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

生活困窮者自立相談支援事業 下関 (有)村中本店 4,215 事業消耗品

生活困窮者自立相談支援事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 2,983 ｶﾞｿﾘﾝ代

生活困窮者自立相談支援事業 下関 (株)ﾀｶﾗ 77,000 事業消耗品

生活困窮者自立相談支援事業 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 14,883 ｶｳﾝﾄ料

生活困窮者就労準備支援事業 下関 (有)村中本店 6,399 事業消耗品

生活困窮者家計改善支援事業 下関 下関市 274,040 管理費返還金

合計 379,520円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

生活困窮者自立相談支援事業 下関 職員 66,352 人件費

生活困窮者自立相談支援事業 下関 下関年金事務所 263,736 社会保険料事業主負担

生活困窮者就労準備支援事業 下関 職員 7,910 人件費

生活困窮者就労準備支援事業 下関 下関年金事務所 37,248 社会保険料事業主負担

生活困窮者家計改善支援事業 下関 職員 6,707 人件費

生活困窮者家計改善支援事業 下関 下関年金事務所 27,778 社会保険料事業主負担

合計 409,731円

決 算 基 礎 資 料

金融機関 口座番号等
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(２)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。

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

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4(⑪))は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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

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

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
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

事業未収金 3,705 0 3,705

未収金 24,000 0 24,000

合　　　計 27,705 0 27,705

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

該当なし

計算書類に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：社会福祉センター事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他

合計 90,000 295,799 0 0 385,799

賞与引当金 90,000 295,799 0 0 385,799
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：社会福祉センター事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在

種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 638,871 (総額178,431,212円)

合計 638,871円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ(株) 3,705 自販機電気料

合計 3,705円

・未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 職員 24,000 人件費

合計 24,000円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 松田清掃(株) 27,720 ｺﾞﾐ処理料

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 31,591 ｶﾞｿﾘﾝ代

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 山口県石油協同組合 8,684 ｶﾞｿﾘﾝ代

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 日本ｶﾙﾐｯｸ(株) 28,325 委託料

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 下関市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 15,368 委託料

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 ｲﾜﾓﾄ建設(株) 198,000 修繕費

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 (有)村中本店 78,031 事業消耗品

合計 387,719円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 職員 181,081 人件費

社会福祉ｾﾝﾀｰ事業 下関 下関年金事務所 97,776 社会保険料事業主負担

合計 278,857円

金融機関 口座番号等

決 算 基 礎 資 料
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(２)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)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。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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

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

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
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

事業未収金 2,251 0 2,251

合　　　計 2,251 0 2,251

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

該当なし

計算書類に対する注記(障害者スポーツセンター事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：障害者スポーツセンター事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他

合計 1,359,270 0 178,020 0 1,181,250

賞与引当金 1,359,270 178,020 0 1,181,250
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：障害者スポーツセンター事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在

種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 258,360 (総額178,431,212円)

合計 258,360円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業 下関 (株)ﾀﾞｲﾄﾞｰ通商 2,251 自販機電気料

合計 2,251円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業 下関 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 10,697 電話料

障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業 下関 (有)村中本店 70,536 事業備品

合計 81,233円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ事業 下関 下関年金事務所 179,378 社会保険料事業主負担

合計 179,378円

決 算 基 礎 資 料

金融機関等 口座番号等
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)固定資産の減価償却の方法

 ・有形固定資産(リース資産を除く)

 　平成19年３月31日以前に取得したもの…残存価額を取得価額の１０％とした定額法。

 　　耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(１円)まで償却する。

 　平成19年４月１日以後に取得したもの…残存価額を０円とした定額法。

 　　償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(１円)を控除した金額に達するまで償却する。

 ・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法。

 ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　…自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

 ・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０円とする定額法。

(２)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(３)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢居宅介護支援事業(本所)｣｢居宅介護支援事業(豊田)｣｢居宅介護支援事業(豊浦)｣

 　 ｢居宅介護支援事業(豊北)｣｢訪問入浴介護事業(豊浦)｣｢とよた訪問看護事業｣

 　 ｢ほうほく訪問看護事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

機械及び装置 409,500 280,465 129,035

車輌運搬具 12,837,910 7,775,615 5,062,295

器具及び備品 1,871,600 1,871,590 10

合　　　計 15,119,010 9,927,670 5,191,340

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

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 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 20,803,789 0 20,803,789

合　　　計 20,803,789 0 20,803,789

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業（公益）拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：介護保険事業(公益)

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他

合計 4,968,305 0 263,821 0 4,704,484

賞与引当金 4,968,305 263,821 0 4,704,484
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：介護保険事業(公益)

・預貯金 令和03年03月31日　現在
種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 37,305,191 (総額178,431,212円)

合計 37,305,191円

・未収金(介護保険)

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

居宅介護支援事業 下関 山口県国保連合会 1,116,450 介護給付費(2月分)

居宅介護支援事業 下関 山口県国保連合会 1,111,720 介護給付費(3月分)

居宅介護支援事業 下関 本庁西部包括他 86,820 予防支援委託料(2月分)

居宅介護支援事業 下関 本庁西部包括他 83,820 予防支援委託料(3月分)

居宅介護支援事業 下関 下関市 70,400 介護認定調査費(3月分)

居宅介護支援事業 豊田 山口県国保連合会 1,430,480 介護給付費(2月分)

居宅介護支援事業 豊田 山口県国保連合会 1,298,230 介護給付費(3月分)

居宅介護支援事業 豊田 (福)菊水会 57,150 予防支援委託料(2月分)

居宅介護支援事業 豊田 (福)菊水会 57,150 予防支援委託料(3月分)

居宅介護支援事業 豊田 (福)菊水会 22,050 予防支援委託料(2月分)

居宅介護支援事業 豊田 (福)菊水会 19,050 予防支援委託料(3月分)

居宅介護支援事業 豊浦 山口県国保連合会 738,850 介護給付費(2月分)

居宅介護支援事業 豊浦 山口県国保連合会 772,470 介護給付費(3月分)

居宅介護支援事業 豊北 山口県国保連合会 31,710 介護給付費(1月分)

居宅介護支援事業 豊北 山口県国保連合会 1,557,810 介護給付費(2月分)

居宅介護支援事業 豊北 山口県国保連合会 1,464,940 介護給付費(3月分)

訪問入浴介護事業 豊浦 山口県国保連合会 11,961 介護給付費(1月分)

訪問入浴介護事業 豊浦 山口県国保連合会 722,887 介護給付費(2月分)

訪問入浴介護事業 豊浦 山口県国保連合会 694,979 介護給付費(3月分)

訪問入浴介護事業 豊浦 利用者 5,315 利用料(2月分)

訪問入浴介護事業 豊浦 利用者 89,031 利用料(3月分)

とよた訪問看護事業 豊田 社会保険支払基金 148,863 医療給付費(2月分)

とよた訪問看護事業 豊田 社会保険支払基金 125,740 医療給付費(3月分)

とよた訪問看護事業 豊田 労働基準監督署 252,440 医療給付費(2月分)

とよた訪問看護事業 豊田 労働基準監督署 283,290 医療給付費(3月分)

とよた訪問看護事業 豊田 山口県国保連合会 209,866 医療給付費(2月分)

とよた訪問看護事業 豊田 山口県国保連合会 152,840 医療給付費(3月分)

とよた訪問看護事業 豊田 利用者 171,504 利用料(3月分)

とよた訪問看護事業 豊田 山口県国保連合会 1,402,614 介護給付費(2月分他)

とよた訪問看護事業 豊田 山口県国保連合会 1,572,576 介護給付費(3月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 山口県国保連合会 735,910 介護給付費(2月分他)

ほうほく訪問看護事業 豊北 山口県国保連合会 888,603 介護給付費(3月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 利用者 5,062 利用料(1月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 利用者 97,177 利用料(3月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 社会保険支払基金 438,600 医療給付費(2月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 社会保険支払基金 266,540 医療給付費(3月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 山口県国保連合会 981,051 医療給付費(2月分他)

ほうほく訪問看護事業 豊北 山口県国保連合会 1,320,492 医療給付費(3月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 労働基準監督署 121,140 医療給付費(2月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 労働基準監督署 133,040 医療給付費(3月分)

ほうほく訪問看護事業 豊北 利用者 53,168 利用料(3月分)

合計 20,803,789円

・前払費用

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

居宅介護支援事業 豊浦 綜合警備保障(株) 21,923 警備保守料(4～5月分)

訪問入浴介護事業 豊浦 綜合警備保障(株) 21,922 警備保守料(4～5月分)

合計 43,845円

金融機関等

決 算 基 礎 資 料

口座番号等
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・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

居宅介護支援事業 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 13,438 ｶﾞｿﾘﾝ代

居宅介護支援事業 豊田 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 10,607 電話料

居宅介護支援事業 豊田 山口県石油協同組合 30,317 ｶﾞｿﾘﾝ代

居宅介護支援事業 豊田 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 4,464 ｶｳﾝﾄ料

居宅介護支援事業 豊田 (有)豊原商会 5,500 ｺﾞﾐ処理料

居宅介護支援事業 豊浦 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 7,370 SES保守料

居宅介護支援事業 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 10,393 ｶﾞｿﾘﾝ代

居宅介護支援事業 豊浦 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 5,179 ｶｳﾝﾄ料

居宅介護支援事業 豊浦 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 7,246 電話料

居宅介護支援事業 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 34,388 電話料

居宅介護支援事業 豊北 ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 8,206 ｶｳﾝﾄ料

居宅介護支援事業 豊北 山口県石油協同組合 8,811 ｶﾞｿﾘﾝ代

居宅介護支援事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 29,920 ｶﾞｿﾘﾝ代

居宅介護支援事業 豊北 下関市 3,847 電気料

居宅介護支援事業 豊北 下関市 584 上下水道料

訪問入浴介護事業 豊浦 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 47,136 ｶﾞｿﾘﾝ代

訪問入浴介護事業 豊浦 山口県石油協同組合 4,634 灯油代

訪問入浴介護事業 豊浦 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 5,179 ｶｳﾝﾄ料

とよた訪問看護事業 豊田 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 27,916 ｶﾞｿﾘﾝ代

居宅介護支援事業 豊田 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 26,337 電話料

とよた訪問看護事業 豊田 (有)豊原商会 5,500 ｺﾞﾐ処理料

とよた訪問看護事業 豊田 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 4,464 ｶｳﾝﾄ料

とよた訪問看護事業 豊田 (有)村田金物店 3,340 ｶﾞｽ代

とよた訪問看護事業 豊田 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ(株) 13,496 電話料

ほうほく訪問看護事業 豊北 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 12,400 電話料

ほうほく訪問看護事業 豊北 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 44,882 ｶﾞｿﾘﾝ代

ほうほく訪問看護事業 豊北 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 7,591 ｶｳﾝﾄ料

ほうほく訪問看護事業 豊北 下関市 24,005 電気代

ほうほく訪問看護事業 豊北 下関市 10,718 上下水道料

合計 417,868円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

居宅介護支援事業 下関 職員 53,668 人件費

居宅介護支援事業 下関 下関年金事務所 76,445 社会保険料事業主負担

居宅介護支援事業 豊田 下関年金事務所 94,672 社会保険料事業主負担

居宅介護支援事業 豊浦 職員 4,507 人件費

居宅介護支援事業 豊浦 下関年金事務所 80,704 社会保険料事業主負担

居宅介護支援事業 豊北 職員 129,944 人件費

居宅介護支援事業 豊北 下関年金事務所 107,088 社会保険料事業主負担

訪問入浴介護事業 豊浦 下関年金事務所 76,979 社会保険料事業主負担

とよた訪問看護事業 豊田 職員 131,658 人件費

とよた訪問看護事業 豊田 下関年金事務所 181,584 社会保険料事業主負担

ほうほく訪問看護事業 豊北 職員 425,041 人件費

ほうほく訪問看護事業 豊北 下関年金事務所 180,032 社会保険料事業主負担

合計 1,542,322円
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別紙２

1．重要な会計方針

(１)引当金の計上基準

 ・賞与引当金…職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(２)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。

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)社会福祉法人下関市社会福祉協議会 職員退職手当支給規程(下関市社協規程第19号)による。

(２)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)による。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(１)拠点区分財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(２)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

(３)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 　 ｢東部地域包括支援センター事業｣｢豊浦地域包括支援センター事業｣｢豊北地域包括支援センター事業｣

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8．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、以下の通りである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

差入保証金 135,000 0 135,000

合　　　計 135,000 0 135,000

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

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
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

事業未収金 7,163,130 0 7,163,130

未収金 29,820 0 29,820

合　　　計 7,192,950 0 7,192,950

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

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
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別紙３(⑨)

社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：地域包括支援センター事業

（単位：円）

（注）

１ 　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２ 　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３ 　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は

　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引 当 金 明 細 書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
目的使用 その他

合計 5,809,322 0 250,638 0 5,558,684

賞与引当金 5,809,322 0 250,638 0 5,558,684
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社会福祉法人名：社会福祉法人下関市社会福祉協議会

拠　点　区　分：地域包括支援センター事業

・預貯金 令和03年03月31日　現在
種別 金額(円) 備考

預貯金

西中国信用金庫唐戸支店 0330908 7,306,927 (総額178,431,212円)

合計 7,306,927円

・事業未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 山口県国保連合会 1,443,680 介護給付費(2月分他)

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 山口県国保連合会 1,500,470 介護給付費(3月分)

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 山口県国保連合会 1,377,340 介護給付費(2月分)

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 山口県国保連合会 1,373,030 介護給付費(3月分)

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 山口県国保連合会 719,220 介護給付費(2月分他)

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 山口県国保連合会 749,390 介護給付費(3月分)

合計 7,163,130円

・未収金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 職員 29,820 人件費

合計 29,820円

・前払費用

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 家主 135,000 事務所家賃

合計 135,000円

・事業未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 各事業所 600,930 予防支援委託料(2月分)

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 各事業所 631,980 予防支援委託料(3月分)

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 14,816 ｶｳﾝﾄ料

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 (株)日本ﾘｰｽ 1,815 ﾏｯﾄ･ﾓｯﾌﾟﾘｰｽ料

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 下関市上下水道局 6,758 上下水道料

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 西日本液化ｶﾞｽ(株) 3,470 ｶﾞｽ代

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 29,055 ｶﾞｿﾘﾝ代

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 総合警備保障(株) 26,400 機械警備料

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 (有)村中本店 209 事業消耗品

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 37,191 電話料

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 各事業所 306,990 予防支援委託料(2月分)

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 各事業所 281,940 予防支援委託料(3月分)

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 7,443 ｶｳﾝﾄ料

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 下関市 12,435 電気料他

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 27,046 ｶﾞｿﾘﾝ代

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 (有)村中本店 109 事業消耗品

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株) 31,494 電話料

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 各事業所 53,340 予防支援委託料(2月分)

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 各事業所 56,340 予防支援委託料(3月分)

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 富士ｾﾞﾛｯｸｽ山口(株) 5,610 ｶｳﾝﾄ料

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 西日本ｵﾌｨｽﾒｰｼｮﾝ(株) 1,078 介護保険ｼｽﾃﾑ利用料

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 下関市 15,938 電気料他

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 ｵｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ(株) 39,762 ｶﾞｿﾘﾝ代

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 (有)村中本店 2,807 事業消耗品

合計 2,197,112円

・その他の未払金

サービス区分 支所 相手先 金額(円) 摘要

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 下関年金事務所 240,933 社会保険料事業主負担

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 職員 103,460 人件費

豊浦地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 下関年金事務所 257,338 社会保険料事業主負担

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 職員 96,579 人件費

豊北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 下関 下関年金事務所 198,656 社会保険料事業主負担

合計 896,966円

金融機関 口座番号等

決 算 基 礎 資 料
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