
社会福祉法人　神戸老人ホーム
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

① 満期保有目的の債券等は、償却原価法（定額法）により評価している。

② 上記以外の有価証券で時価のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法

により評価している。

（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）

定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

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ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について、定額法及び定率法による

減価償却を実施している。

（3）　引当金の計上基準

① 退職給付引当金

期末退職金要支給額（神戸市民間社会福祉事業従事者共済会約定給付額から、

被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に

計上している。

② 賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、

当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

③ 徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不能な債権を個別に判断し、当該債権を

徴収不能引当金に計上している。また、一般債権については、過去の徴収不能額

の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

 (4) 　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成26年3月31日

　　以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

　　よっている。

②　消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度と

神戸市民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5．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

（2）　事業区分別内訳表

計算書類に対する注記（法人全体用）

（　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　）

（　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　）
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（3）　社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（4）　公益事業における拠点区分別内訳表

（5）　収益事業における拠点区分別内訳表

※但し、当法人では収益事業は拠点が一つのため、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）

　法人本部

イ　養護老人ホーム　住吉苑拠点（社会福祉事業）

　養護老人ホーム

　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

　訪問介護

　居宅介護

　重度訪問（廃止）

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　夜間対応型訪問介護

ウ　特別養護老人ホーム　光明苑拠点（社会福祉事業）

　介護老人福祉施設

　短期入所生活介護

　通所介護

　居宅介護支援

エ 特別養護老人ホーム　友愛苑拠点（社会福祉事業）

　介護老人福祉施設

　短期入所生活介護

　通所介護

　居宅介護支援

オ ケアハウス　ゆうあい拠点（社会福祉事業）

　軽費老人ホーム

　特定施設入居者生活介護

カ 特別養護老人ホーム　かもこの風拠点（社会福祉事業）

　介護老人福祉施設

　短期入所生活介護

キ 住吉北部あんしんすこやかセンター拠点（公益事業）

　介護予防支援

　地域包括支援

ク 御影北部あんしんすこやかセンター拠点（公益事業）

　介護予防支援

　地域包括支援

ケ 太陽光発電事業拠点（収益事業）

　住吉太陽光発電

　鴨子ケ原太陽光発電

※令和4年3月31日付で、会計区分の設定変更を行っている。

　サービス区分について、養護老人ホーム住吉苑拠点の重度訪問を廃止している。

（　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　）

（　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　）

（　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　）

令和3年度決算
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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）

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

該当なし

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 円

（ 鴨子ケ原三丁目38番1 円）

　

建物（基本財産） 円

（ 鴨子ケ原二丁目23番15 円）

（ 鴨子ケ原二丁目23番19 円）

（ 鴨子ケ原三丁目38番1 円）

計 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）

（ 独立行政法人　福祉医療機構 円）

（ 独立行政法人　福祉医療機構 円）

（ 独立行政法人　福祉医療機構 円）

計 円

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

　有形リース資産 2,569,226 1,284,615 1,284,611

取得価額

1,901,002,864

2,190,002,864

　建　物（基本財産） 5,138,582,816 2,397,829,327 2,740,753,489

1,271,518,000

勘定科目

266,754,417

1,045,228,000

118,290,000

減価償却累計額 当期末残高

108,000,000

　構築物 191,033,135 124,968,385 66,064,750

103,161,256

　車輛運搬具 51,448,464

　器具及び備品 394,016,790 290,855,534

47,186,155 4,262,309

289,000,000

626,108,293

　建　物 34,303,054 17,736,845

289,000,000

3,208,335,196

2,740,753,489

0 0 0 0

定期預金 0 0 0 0

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 467,581,707 0 0 467,581,707

投資有価証券

建物 2,881,836,560 5,348,913 146,431,984

1,008,140,154

16,566,209

合　　計 5,811,953,485 2,879,860,861 2,932,092,624

合　　計 3,349,418,267 5,348,913 146,431,984

令和3年度決算
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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)

※1

※1 　H25年(ワ)第1391号 損害賠償請求事件判決にかかる債権。

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

修繕積立資産及び施設整備等積立資産に計上している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）

※時価情報基準日　令和4年3月31日

12．関連当事者との取引の内容

① 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

② 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

15．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

  該当なし

16．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

ソフトバンクグループ
第3回無担保社債（劣後特約付）

ソフトバンクグループ
第3回無担保社債（劣後特約付）

ソフトバンクグループ
第3回無担保社債（劣後特約付）

ソフトバンクグループ
第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債
（劣後特約付）

500,000,000 487,250,000 -12,750,000

1,000,000,000 967,300,000 -32,700,000

500,000,000 487,250,000 -12,750,000

1,500,000,000 1,483,950,000 -16,050,000

資産の種類 債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

その他の流動資産 86,620,764 86,620,764 0

合　　計 403,735,089 88,743,324 314,991,765

314,991,765

評価損益

合　　計

帳簿価額

3,500,000,000 3,425,750,000

時　価種類及び銘柄

-74,250,000

事業未収金 317,114,325 2,122,560

令和3年度決算


