
社会福祉法人　希望会

１．「活用可能な財産の算定」

項目 金額 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
資産（a） 768,864,220
負債（ｂ） 57,359,172 計算式が設定されており、入力することはできません。
基本金（ｃ） 93,000,000
国庫補助金等特別積立金（ｄ） 386,961,655 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ） 231,543,393
合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」
プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

（１）財産目録における貸借対照表価額
合計（a） 640,696,242

（２）対応負債
項目 金額

１年以内返済予定設備資金借入金 9,750,000
１年以内返済予定リース債務 2,711,232
設備資金借入金 9,750,000
リース債務 6,724,080

合計（ｂ） 28,935,312

（３）合計
項目 金額

財産目録合計（a） 640,696,242
対応負債合計（ｂ） 28,935,312
対応基本金（ｃ） 93,000,000
国庫補助金等特別積立金（ｄ） 386,961,655

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ） 131,799,275

３．「再取得に必要な財産」

（１）将来の建替費用 （２）大規模修繕に必要な費用

一般的１㎡当たり
単価（a）

当該建物の建設時の取
得価額（b）

建設時延べ床
面積（c） a/（b/c） 建設時自己資金

（d） d/b

盛岡市乙部５地割４１番地1　種類鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根二階建3401.03㎡　１階　2185.28㎡２階1215.75㎡ 2001 343,135,503 1.169 250,000 809,818,970 - - 1.169 22% - - 22.0% 88,247,588 343,135,503 30% - - 466,683,467 59,322,764 59,322,764
岩手県盛岡市乙部５地割４１番地1の2　種類　木造２階建109.3㎡　１階54.65㎡２階54.65㎡　　屋外倉庫他3件 2005 5,202,657 1.146 250,000 6,825,000 - - 1.146 22% - - 22.0% 1,311,693 5,202,657 30% - - 1,622,343 371,010 371,010

合計 89,559,281 59,693,774
※　割合は小数点第4位四捨五入。

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用
合計 76,216,982

（４）合計
項目 金額

将来の建替費用 89,559,281
大規模修繕に必要な費用 59,693,774
設備・車輌等の更新に必要な費用 76,216,982

合計 225,470,037

４．「必要な運転資金」

項目 金額 月数 合計額
年間事業活動支出 306,374,985 12 3 76,593,746

５．「計算の特例」

項目 金額 月数 合計額
年間事業活動支出 306,374,985 12 12 306,374,985

６．「社会福祉充実残額」

項目 金額
活用可能な財産 231,543,393
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 131,799,275
再取得に必要な財産 0
必要な運転資金 0
計算の特例 306,374,985

合計 -206,630,000 適用する

７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目 金額
社会福祉充実残額 -206,630,000 
社会福祉充実計画用財産 0

合計 -206,630,000 

社会福祉充実残額算定シート

財産の名称等 取得年度
建設時延べ床面積

（小数点以下第４位を
四捨五入）

建設時自己資金 大規模修繕実績額 減価償却累計額

建設単価等上昇率 自己資金比率

合計額
一般的大規模修繕

費用比率
（b）

大規模修繕実績額 合計額①

※大規模修繕額が不明な場合

合計額
（①、②のいずれか）貸借対照表価額

（c）

合計額②
（（a×b）×
c/（a＋c））

①、②のいずれか
高い方の率

③一般的自己
資金比率

④建設時自己資金比率
③、④のいずれか
高い方の率

減価償却累計額
（a）

控除対象財産計 計算の特例適用

※「５．計算の特
例」の適用有無を変
更する場合、以下の
セルから選択するこ
と。

438,174,260

①建設工事費
デフレーター

②１㎡当たり単価上昇率

1/1



社会福祉法人　希望会

（別添）

（単位：円）

場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 控除対象 控除対象額 社会福祉充実計画用
財産額

現金預金
現金 小口現金 運転資金として 220,000 ×
普通預金 岩手銀行都南支店 運転資金として　借入金返済資金として 61,261,482 ×
定期積金 岩手銀行都南支店 運転資金として　借入金返済資金として 2,505,000 ×

有価証券 ×

事業未収金 岩手県国保連・盛岡市・利用者・バー
バーささき他 2.3月分介護報酬等 48,181,496 ×

未収金 ×
未収補助金 ○ 0

未収収益 ×
受取手形 ×
貯蔵品
医薬品 ○ 0

診療・療養費等材料 ○ 0

給食用材料 ○ 0

商品・製品 ○ 0

仕掛品 ○ 0

原材料 ○ 0

立替金 ×
前払金

前払費用 福祉施設共済会　社会福祉復興試験
センター事業団 施設火災保険料　借入金保証料 253,212 ○ 253,212

１年以内回収予定長期貸付金 ○ 0

短期貸付金 ○ 0

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

0 0 112,421,190

土地 岩手県盛岡市乙部５地割４１番地
17557.94㎡　地目　宅地

第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・
短期入所ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・在宅介護支援
ｾﾝﾀｰ等に利用

138,959,571 ○ 138,959,571

建物

盛岡市乙部５地割４１番地1　種類鉄
筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根二階建3401.03
㎡　１階　2185.28㎡２階1215.75
㎡

2001年度
第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・
短期入所ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・在宅介護支援
ｾﾝﾀｰ等に利用

809,818,970 343,135,503 466,683,467 ○ 466,683,467

定期預金 岩手銀行都南支店 基本財産 3,000,000 ○ 3,000,000

投資有価証券
809,818,970 343,135,503 608,643,038

土地

建物

岩手県盛岡市乙部５地割４１番地1
の2　種類　木造２階建109.3㎡　１階
54.65㎡２階54.65㎡　　屋外倉庫他
3件

2005年度
第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・
短期入所ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・在宅介護支援
ｾﾝﾀｰ等に使用

6,825,000 5,202,657 1,622,343 ○ 1,622,343

建物付属設備 ○ 0

構築物 岩手県盛岡市乙部５地割４１番地1
駐輪場

第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・
短期入所ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・在宅介護支援
ｾﾝﾀｰ等に使用

309,750 217,792 91,958 ○ 91,958

機械及び装置 0

車輌運搬具 車両41-07・41-10・41-08号（ｽﾊﾞﾙ
ｱﾙﾄ）等6台 利用者送迎用等 9,503,472 6,102,955 3,400,517 ○ 3,400,517

器具及び備品 職員浴室・ユニットバス・他225件
第1・2種社会福祉事業である、特養希望の里・
短期入所ｾﾝﾀｰ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・在宅介護支援
ｾﾝﾀｰ等に使用

80,950,513 65,096,283 15,854,230 ○ 15,854,230

建設仮勘定 0 ○ 0

有形リース資産 温・冷配膳車3台・パソコン19台等 利用者食事用他 14,235,264 4,799,952 9,435,312 ○ 9,435,312

権利 東日本電信電話(株) 電話加入権 382,200 0 382,200 ○ 382,200

リサイクル預託金 岩手県盛岡市乙部５地割４１番地1 ｽﾊﾞﾙ41-07号　他7台 86,230 0 86,230 ○ 86,230

建物建設積立資産 岩手銀行都南支店 将来のおける建物建設の目的のために積立てい
る定期預金 5,600,000 ×

車両購入積立資産 岩手銀行都南支店 将来のおける車両購入の目的のために積立てい
る定期預金 1,700,000 ×

器具及び備品購入積立資産 岩手銀行都南支店 将来のおける器具及び備品購入の目的のために
積立ている定期預金 8,700,000 ×

修繕積立資産 岩手銀行都南支店 将来のおける修繕の目的のために積立ている定
期預金 0

ソフトウェア 0

無形リース資産 0

投資有価証券 ×
長期貸付金 ○ 0

退職給付引当資産
長期預り金積立資産

差入保証金 岩手県盛岡市乙部５地割６番地　北
舘富栄 借地敷金 500,000 ○ 500,000

長期前払費用 福祉施設共済会　社会福祉復興試験
センター事業団 施設火災保険料　借入金保証料 427,202 ○ 427,202

その他の固定資産
徴収不能引当金

112,292,429 81,419,639 47,799,992

922,111,399 424,555,142 656,443,030 控除対象額計 計画用財産額計
922,111,399 424,555,142 768,864,220 640,696,242 0

短期運営資金借入金

事業未払金

3月分役員・嘱託医報酬・職員給料・給
食・業務委託・医薬・介護用品・日用
品・燃料・水道光熱・保守・消耗器具備
品等

22,759,826

その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

１年以内返済予定設備資金借入金 （独）福祉医療機構　土地建物借入
金 9,750,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務 日立キャピタル・三菱電機クレジット　温・
冷配膳車3台・パソコン19台等 2,711,232

１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
前払費用
預り金 3月源泉所得税 15,484

職員預り金 3月源泉所得税 259,433

前受金
前受収益

仮受金 3月　理髪代ﾊﾞｰﾊﾞｰささき・医療費金子
胃腸科内科・薬代オトベ薬局 193,117

賞与引当金 職員賞与分 5,196,000

その他の流動負債
0 0 40,885,092

設備資金借入金 （独）福祉医療機構　土地・建物借入
金 9,750,000

長期運営資金借入金

リース債務 日立キャピタル・三菱電機クレジット　温・
冷配膳車3台・パソコン19台等 6,724,080

役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

0 0 16,474,080

0 0 57,359,172

922,111,399 424,555,142 711,505,048

（入力上の留意事項）
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

その他の固定資産合計

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
平成31年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産

流動資産合計
　２　固定資産
　（１）　基本財産

基本財産合計
　（２）　その他の固定資産

固定負債合計
負債合計

差引純資産

固定資産合計
資産合計

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債

流動負債合計
　２　固定負債
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