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2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

・法人退職金規則による退職金制度
職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
発生していると認められる額を計上しています。
また、数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６

計算書類に対する注記

年）による定額法により、それぞれの発生年度の翌会計年度から費用処理しています。
過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）によ

１．重要な会計方針

る定額法により、その発生年度から費用処理しています。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

退職給付引当金については、法人本部拠点区分にて全額を計上、退職給付費用について

満期保有目的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によっ
ています。

は、按分した上で各拠点区分にて計上しています。
・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によっています。

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上してい
ます。
○役員退職慰労引当金

（３）棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法
最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。
○徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

（４）固定資産の減価償却の方法

います。

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○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、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（７）ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。

（５）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、
老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ

ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針
（６）引当金の計上基準
○賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、２０１８年７月の支給見込額のうち、当会計年度に
帰属する額を計上しています。
○退職給付引当金

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。

（８）消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。

〇 ケアハウス宝塚
・ケアハウス宝塚 軽費老人ホーム
〇 聖隷厚生園信生寮
・信生寮 施設入所支援

（９）税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減

・信生寮 生活介護

差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

・信生寮 短期入所
・厚生園まじわりの家 生活介護
・厚生園まじわりの家 自立訓練（機能訓練）

２．法人で採用する退職給付制度

・信生 一般相談支援

当法人で採用している退職給付制度は以下の通りです。

・信生 特定相談支援

（１）法人退職金規則による退職金制度

・信生 障害児相談支援

（２）一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度

・信生 浜松市障害者相談支援

（３）社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

・信生寮 シオンハウス家賃事業

（４）独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

〇 のぞみ園
・のぞみ園 児童発達支援
・のぞみ園 放課後等デイサービス

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下の通りです。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業、公益事業、収益事業それぞれにおける拠点区分別内訳表
（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下の通りです。
【社会福祉事業】
〇 法人本部
・法人本部
〇 在宅・福祉サービス事業部
・在宅・福祉サービス事業部
〇 聖隷厚生園讃栄寮

・のぞみ園 保育所等訪問支援
・のぞみ園 障害児相談支援
〇 あさひ
・あさひ 生活介護
〇 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）
・生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）
・生活訓練事業所ナルド 生活介護
・地域活動支援センターナルド
・ナルド 一般相談支援
・ナルド 特定相談支援
・ナルド 浜松市障害者相談支援
〇 児童発達支援センターひかりの子
・児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援

・讃栄寮 救護施設

・児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス

・讃栄寮 短期入所（障害）

・児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援

〇 もくせいの里
・もくせいの里 軽費老人ホーム
・もくせいの里 高齢者配食サービス
〇 ケアハウス花屋敷
・ケアハウス花屋敷 軽費老人ホーム

・児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援
〇 聖隷ぴゅあセンター磐田
・かるみあ 児童発達支援
・かるみあ 保育所等訪問支援
・はあと 磐田市発達支援センター

・かるみあ豊田 児童発達支援

〇 聖隷こども園ひかりの子

・かるみあ豊田 保育所等訪問支援
・はなえみ磐田 放課後等デイサービス

・聖隷こども園ひかりの子 幼保連携型認定こども園
〇 こうのとり保育園

・磐田みなみ 特定相談支援

・こうのとり保育園

・磐田みなみ 障害児相談支援

・磐田子育て支援総合センターのびのび

・聖隷チャレンジ工房磐田 就労移行支援

〇 こうのとり東保育園

・聖隷チャレンジ工房磐田 就労継続支援Ｂ型

・こうのとり東保育園

・聖隷チャレンジ工房磐田 自立訓練

・こうのとり東保育園放課後児童クラブ

〇 聖隷厚生園ナルド工房

〇 春日保育園

・ナルド工房 就労移行支援
・ナルド工房 就労継続支援Ａ型

・春日保育園
〇 逆瀬川あゆみ保育園

・ナルド工房 就労継続支援Ｂ型
〇 聖隷かがやき

・逆瀬川あゆみ保育園
〇 御殿山あゆみ保育園

・聖隷かがやき 児童発達支援

・御殿山あゆみ保育園

・聖隷かがやき 保育所等訪問支援

・御殿山児童館

〇 和合せいれいの里（児童）

〇 野上あゆみ保育園
・野上あゆみ保育園

・はなえみ和合 放課後等デイサービス

・野上児童館

〇 和合せいれいの里（障害）

・野上あゆみ保育園放課後児童クラブ

・障害者支援施設みるとす 施設入所支援
・障害者支援施設みるとす 生活介護第１単位

〇 聖隷こども園こうのとり豊田
・聖隷こども園こうのとり豊田 幼保連携型認定こども園

・障害者支援施設みるとす 生活介護第２単位
・短期入所事業みるとす 短期入所

〇 聖隷こども園めぐみ
・聖隷こども園めぐみ 幼保連携型認定こども園

・くすのき 特定相談支援
・くすのき 障害児相談
・くすのき 浜松市障害者相談支援事業
・チャレンジ工房 就労移行支援
・チャレンジ工房 就労継続支援Ａ型
・チャレンジ工房 就労継続支援Ｂ型
〇 森町愛光園（障害児者）

〇

岩屋認定こども園
・岩屋認定こども園 幼保連携型認定こども園

〇 奄美佳南園
・奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
・奄美佳南園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
・奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護

・聖隷相談支援事業所森町 特定相談支援

・奄美佳南園 短期入所生活介護

・聖隷相談支援事業所森町 障害児相談支援

・奄美佳南園 在宅介護支援センター

・はなえみ森町 放課後等デイサービス

・奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）

〇 聖隷こども園わかば
・聖隷こども園わかば 幼保連携型認定こども園
〇 聖隷こども園桜ヶ丘
・聖隷こども園桜ヶ丘 幼保連携型認定こども園

・奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
・奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
・奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
・奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護事業

・奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護

・聖隷ケアプランセンターいなさ 居宅介護支援

・聖隷チャレンジ工房カナン 就労移行支援

・いなさ愛光園 在宅介護支援センター

・聖隷チャレンジ工房カナン 就労継続支援Ｂ型

・いなさ愛光園 ヘルパーステーション 訪問介護

〇 宝塚栄光園
・宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
・宝塚栄光園 短期入所生活介護
〇 横須賀愛光園

・いなさ愛光園 ヘルパーステーション 居宅介護
・ほのぼのケアガーデン 地域密着型予防認知症対応型共同生活介護
〇 花屋敷栄光園
・花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

・花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

・横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・花屋敷栄光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護

・横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

・花屋敷栄光園 短期入所生活介護

・横須賀愛光園 短期入所生活介護

・花屋敷地域包括支援センター

・西第二地域包括支援センター

・聖隷はぐくみ花屋敷 特定相談支援

・聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護

・聖隷はぐくみ花屋敷 障害児相談支援

・聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護

〇 淡路栄光園

・聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護

・淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

・聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護

・淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

・聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業
・聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀

・淡路栄光園 短期入所生活介護
〇 和合せいれいの里（介護）

・聖隷訪問看護ステーション横須賀

・和合愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

・聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援

・和合愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

〇 森町愛光園（介護）

・和合愛光園 デイサービスセンター 通所介護

・森町愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

・和合愛光園 デイサービスセンター 認知症対応型

・森町愛光園 特別養護老人ホーム（地域密着型特養）

・和合愛光園 短期入所生活介護

・森町愛光園 デイサービスセンター

・和合愛光園 地域密着型特養 和合サテライト

・森町愛光園 短期入所生活介護

・やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス

・聖隷ケアプランセンター森町 居宅介護支援

・聖隷ヘルパーセンター 居宅介護

・森町愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護

・聖隷ヘルパーセンター 重度訪問介護

・森町愛光園 ホームヘルパーステーション 居宅介護

・聖隷ヘルパーセンター 同行援護

・森町愛光園 地域密着型特養 天宮サテライト 入所者生活介護

・聖隷ヘルパーセンター 訪問介護

〇 いなさ愛光園

・聖隷ヘルパーセンター 浜松市移動支援事業

・いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

・聖隷巡回ヘルパーぐるり和合

・いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援

・いなさ愛光園 デイサービスセンター 通所介護

・聖隷ケアプランセンター和 居宅介護支援

・いなさ愛光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護

・地域包括支援センター和合

・いなさ愛光園 高齢者配食サービス事業
・いなさ愛光園 短期入所生活介護

・聖隷訪問看護ステーション住吉
〇 浜北愛光園

・浜北愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

・藤沢愛光園 短期入所

・浜北愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

・高薗デイサービスセンター 通所介護

・聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護

・浜北愛光園 短期入所生活介護（従来型）

・聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護

・浜北愛光園 短期入所生活介護（ユニット型）

・聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護

・浜松東 特定相談支援

・聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援

・浜松東 障害児相談支援
・浜松東 浜松市障害者相談支援事業

・聖隷訪問看護ステーション藤沢
〇 聖隷ケアセンター初生

・聖隷ケアプランセンター浜北 居宅介護支援

・初生サテライト 地域密着型特養

・地域包括支援センター北浜

・聖隷デイサービスセンター初生 通所介護

・訪問看護ステーション貴布祢

・聖隷ヘルパーセンター初生 居宅介護

・きらめき工房 就労移行支援

・聖隷ヘルパーセンター初生 重度訪問介護

・きらめき工房 就労継続支援Ｂ型

・聖隷ヘルパーセンター初生 同行援護

・きらめき工房 生活介護

・聖隷ヘルパーセンター初生 訪問介護

〇 松戸愛光園
・松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・聖隷ヘルパーセンター初生 浜松市移動支援事業
〇 宝塚すみれ栄光園

・松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

・宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・松戸愛光園 短期入所生活介護

・宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

・ケアプランセンター松戸 居宅介護支援

・宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

・聖隷はぐくみ松戸 特定相談支援

・聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援

・聖隷はぐくみ松戸 障害児相談支援
〇 浦安市特別養護老人ホーム（特養）
・浦安市特別養護老人ホーム 特養（従来型）
〇 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）
・浦安市特別養護老人ホーム 短期入所生活介護
〇 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター
・浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 通所介護
〇 浦安市ケアハウス
・浦安市ケアハウス 軽費老人ホーム
〇 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター
・浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 通所介護
〇 浦安愛光園
・浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
・浦安愛光園 短期入所生活介護
〇 藤沢愛光園
・藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

・宝塚すみれ栄光園 園内保育所
〇 聖隷カーネーションホーム
・聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）
・聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護
・聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっとこ（認知症対応型）
・聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
・聖隷在宅介護支援センター淡路
・聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援
・聖隷はぐくみ 特定相談支援
・聖隷はぐくみ 障害児相談支援
〇 聖隷デイサービスセンター住吉
・聖隷デイサービスセンター住吉 通所介護
〇 高丘地区在宅複合事業（社福）
・聖隷リハビリプラザＩＮ高丘 通所介護
・はなえみ高丘 放課後等デイサービス
〇 聖隷デイサービスセンター三方原

・聖隷デイサービスセンター三方原 通所介護
〇 聖隷リハビリプラザいなさ
・聖隷リハビリプラザいなさ 通所介護
〇 宝塚第二地区在宅複合事業（社福）
・聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護
・聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護
・聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

・聖隷おおぞら療育センター 短期入所
・聖隷おおぞら療育センター 療養介護
〇 三方原ベテルホーム
・三方原ベテルホーム 入所（従来型）
・三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）
・三方原ベテルホーム 通所リハビリ
〇 浦安ベテルホーム

・聖隷ヘルパーステーション宝塚 居宅介護

・浦安ベテルホーム 入所（従来型）

・聖隷ヘルパーステーション宝塚 宝塚市移動支援事業

・浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）

・聖隷逆瀬川デイサービスセンター 通所介護

・浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）

・聖隷逆瀬川デイサービスセンター虹 認知症対応型

・浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）

〇 聖隷逆瀬台デイサービスセンター
・聖隷逆瀬台デイサービスセンター 通所介護
〇 聖隷ヘルパーステーション淡路
・聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護
・聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護

・浦安ベテルホーム 通所リハビリ
【公益事業】
〇 聖隷浜松病院
・聖隷浜松病院
〇 浦安せいれいクリニック

・聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

・浦安せいれいクリニック

・聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護

〇 浜松市リハビリテーション病院

・聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業
〇 聖隷デイサービスセンター結い
・聖隷デイサービスセンター結い 通所介護
〇 聖隷デイサービスセンターゆい
・聖隷デイサービスセンターゆい 通所介護
〇 聖隷三方原病院
・聖隷三方原病院
〇 聖隷淡路病院
・聖隷淡路病院
〇 聖隷横浜病院
・聖隷横浜病院
・せいれい訪問看護ステーション横浜
〇 聖隷佐倉市民病院
・聖隷佐倉市民病院
・聖隷佐倉市民病院 健診センター
・せいれい訪問看護ステーション佐倉
〇 聖隷おおぞら療育センター
・聖隷おおぞら療育センター 障害児入所施設

・浜松市リハビリテーション病院
〇 袋井市立聖隷袋井市民病院
・袋井市立聖隷袋井市民病院
〇 聖隷健康診断センター
・聖隷健康診断センター
〇 聖隷予防検診センター
・聖隷予防検診センター
〇 聖隷健康サポートセンターShizuoka
・聖隷健康サポートセンターShizuoka
〇 高齢者公益事業部会計
・高齢者公益事業部会計
〇 浜名湖エデンの園 入園金会計
・浜名湖エデンの園 入園金会計
〇 宝塚エデンの園 入園金会計
・宝塚エデンの園 入園金会計
〇 松山エデンの園 入園金会計
・松山エデンの園 入園金会計
〇 油壺エデンの園 入園金会計

・油壺エデンの園 入園金会計
〇 浦安エデンの園 入園金会計
・浦安エデンの園 入園金会計
〇 横浜エデンの園 入園金会計
・横浜エデンの園 入園金会計
〇 藤沢エデンの園一番館 入園金会計
・藤沢エデンの園一番館 入園金会計
〇 藤沢エデンの園二番館 入園金会計
・藤沢エデンの園二番館 入園金会計
〇 結いホーム宝塚
・結いホーム宝塚
〇 浜名湖エデンの園 施設有料
・浜名湖エデンの園 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 浜名湖エデンの園 施設診療
・浜名湖エデンの園 施設会計 診療所会計
〇 宝塚エデンの園 施設有料
・宝塚エデンの園 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 宝塚エデンの園 施設診療
・宝塚エデンの園 施設会計 診療所会計
〇 松山エデンの園 施設有料
・松山エデンの園 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 油壺エデンの園 施設有料
・油壺エデンの園 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 油壺エデンの園 施設診療
・油壺エデンの園 施設会計 診療所会計
〇 浦安エデンの園 施設有料
・浦安エデンの園 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 横浜エデンの園 施設有料
・横浜エデンの園 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 藤沢エデンの園一番館 施設有料
・藤沢エデンの園一番館 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 藤沢エデンの園二番館 施設有料
・藤沢エデンの園二番館 施設会計 有料老人ホーム会計
〇 聖隷クリニック南大沢
・聖隷クリニック南大沢
〇 聖隷コミュニティケアセンター

・聖隷コミュニティケアセンター 福祉用具貸与
・聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売
・聖隷コミュニティケアセンター 住宅改修事業
〇 聖隷コミュニティケアセンター宝塚
・聖隷コミュニティケアセンター宝塚 福祉用具貸与
・聖隷コミュニティケアセンター宝塚 特定福祉用具販売
・聖隷コミュニティケアセンター宝塚 住宅改修事業
〇 細江地区在宅複合事業
・訪問看護ステーション細江
・聖隷ケアプランセンター細江 居宅介護支援
〇 引佐地区在宅複合事業
・地域包括支援センター細江
・聖隷ケアプランセンターいなさ南部 居宅介護支援
〇 三方原地区在宅複合事業
・訪問看護ステーション三方原
・聖隷ケアプランセンター三方原 居宅介護支援
〇 高丘地区在宅複合事業（公益）
・訪問看護ステーション高丘
・地域包括支援センター高丘
〇 浅田地区在宅複合事業
・訪問看護ステーション浅田
・聖隷ケアプランセンター浅田 居宅介護支援
〇 訪問看護ステーション住吉第二
・訪問看護ステーション住吉第二
〇 浜松市生活自立相談支援センターつながり
・浜松市生活自立相談支援センターつながり
・学習サポート事業
〇 聖隷訪問看護ステーション油壺
・聖隷訪問看護ステーション油壺
〇 聖隷ケアプランセンター浦安
・聖隷ケアプランセンター浦安 居宅介護支援
〇 聖隷訪問看護ステーション浦安
・聖隷訪問看護ステーション浦安
〇 浦安市高洲地域包括支援センター
・浦安市高洲地域包括支援センター
〇 浦安市高洲地域包括支援センター（予防）

・浦安市高洲地域包括支援センター（予防）

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

〇 宝塚第二地区在宅複合事業（公益）

建物・器具及び備品・車両運搬具を除却した事等に伴い、国庫補助金等特別積立金を 48,303,398

・聖隷訪問看護ステーション宝塚

円取り崩しています。

・聖隷ケアプランセンター宝塚 居宅介護支援
・逆瀬川地域包括支援センター
〇 北神戸地区在宅複合事業

６．担保に供している資産

・聖隷訪問看護ステーション北神戸

○担保に供されている資産は以下の通りです。

・聖隷ケアプランセンター北神戸 居宅介護支援
〇 宝塚第五地区在宅複合事業

土地（基本財産）

8,689,450,058 円

建物（基本財産）

36,962,092,456 円

・聖隷訪問看護ステーション山本

土地（その他）

・聖隷ケアプランセンター花屋敷 居宅介護支援

建物（その他）

〇 淡路地区在宅複合事業

計

6,756,981,148 円
19,717,259,411 円
72,125,783,073 円

・聖隷訪問看護ステーション淡路
・聖隷ケアプランセンター淡路第二 居宅介護支援

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

〇 沖縄地区在宅複合事業

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

・聖隷訪問看護ステーションゆい
・聖隷居宅介護支援センターゆい 居宅介護支援
〇 聖隷浜松病院ひばり保育園

７．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

・聖隷浜松病院ひばり保育園 事業所内保育事業

該当ありません。

〇 聖隷めぐみ保育園
・聖隷めぐみ保育園 事業所内保育事業
【収益事業】

８．関連当事者との取引の内容

〇 貸事務所

該当ありません。

・貸事務所

９．重要な偶発債務
４．基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。
（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

10,270,169,621

229,900,000

△78,772,735

10,421,296,886

建物

40,110,918,595

1,445,845,614

△2,374,069,613

39,182,694,596

合計

50,381,088,216

1,675,745,614

△2,452,842,348

49,603,991,482

１０．重要な後発事象
該当ありません。

25,742,369,000 円

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

（２）税効果会計関係
○繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（１）リース取引関係

科目

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

項目

繰延税金資産（流動資産）

金額（円）

賞与引当金損金算入限度超過額

リース資産の内容

31,268,938

未払社会保険料

その他の固定資産

5,677,919

未払事業税

車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
繰延税金資産（固定資産）

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
ソフトウェア（円）

38,963,799

3,857,076

減価償却累計額相当額

28,543,817

3,857,076

期末残高相当額

10,419,982

0

未経過リース料期末残高相当額

5,606,200

１年超（円）
5,235,300

退職給付引当金損金算入限度超過額

156,060,849

終身入園前受金取崩差額

161,469,875
311,278

資産評価損

9,789,755

繰延税金資産（固定資産） 計

合計（円）
10,841,500

5,786,096

減価償却費損金算入限度超過額

・未経過リース料期末残高相当額
１年以内（円）

467,278

繰延資産損金算入限度超過額

老健局）移行前のファイナンス・リース取引

取得価額相当額

41,650,079

一括償却資産損金算入限度超過額

○社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、

車輌運搬具（円）

4,703,222

繰延税金資産（流動資産） 計

333,885,131

繰延税金資産 小計

375,535,210

評価性引当額

△9,789,755

繰延税金資産 合計

365,745,455

繰延税金負債は該当ありません。

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料

6,794,840

減価償却費相当額

6,631,529

支払利息相当額

163,311

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

○法人税法上の非収益事業と収益事業の区分
項目
税引前当期活動増減差額（A）

収益事業

合計（円）

3,049,658,727

1,056,117,577

4,105,776,304

308,159,500

308,159,500

1,364,277,077

4,413,935,804

100,244,600

100,244,600

寄附金損金算入限度額（B）

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利息法によっています。

非収益事業

小計（C）＝（A）＋（B）

3,049,658,727

法人税、住民税及び事業税（D）
法人税等調整額（E）
当期活動増減差額（A）－（D）－（E）

3,049,658,727

113,416,124

113,416,124

842,456,853

3,892,115,580

○法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異
の原因となった主な項目別の内訳
項目
法定実効税率
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率

率
15.4%
0.2%
0.1%
15.7%

（注）法定実効税率は、みなし寄附金を考慮しています。

（３）退職給付引当金関係（会計上の見積りの変更）
退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、
従来、８年としておりましたが、職員の平均残存勤務期間が短縮したため、当事業年度より
６年に変更しております。
この変更により、当会計年度のサービス活動増減差額、経常増減差額、及び当期活動増減差
額は、それぞれ 133,858,418 円減少しております。

