
（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

現金預金

現金 小口現金 運転資金として 2,432,864

普通預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 　　〃 739,095,137

りそな銀行堺東支店 　　〃 8,286,421

みなと銀行尼崎支店 　　〃 268,329

定期預金 三菱東京UFJ銀行河内長野支店 　　〃 40,354,506

790,437,257

有価証券

事業未収金 2.3月介護報酬、保育所委託費　ほか 792,649,673

未収金 歓送迎会残金 17,681,138

未収補助金 特別保育事業補助金 232,614,786

商品・製品 園児制服 3,499,193

立替金 利用者小遣い金 7,009,207

前払費用 地代、保険料 9,968,045

徴収不能引当金 -770,155

0 0 1,853,089,144

土地 （寿里苑拠点区分） 326,020,500

　　大阪府河内長野市小山田町448番2 ほか

（寿里苑加賀田拠点区分） 80,000,000

　　大阪府河内長野市加賀田3047番1　ほか

（寿里苑フルール拠点区分） 50,000,000

　　大阪府河内長野市南青葉台3969番58　ほか

（寿里苑フェリス拠点区分） 35,391,000

　　大阪府河内長野市加賀田885番2

（寿里苑サラ拠点区分） 126,568,000

　　大阪府松原市丹南4丁目170番地3　ほか

（寿里苑ラピス拠点区分） 580,000,000

　　大阪府大阪市淀川区木川東2丁目39番

（認定こども園宮前つばさ拠点区分） 193,210,000

　　大阪府松原市上田6丁目231番1　ほか

（音色つばさ拠点区分） 180,000,000

　　大阪府大阪市北区本庄東１丁目６番9

（彩つばさ拠点区分） 212,284,099

　　大阪府吹田市千里丘北297番5

（花音つばさ拠点区分） 196,548,000

　　兵庫県神戸市灘区城内通1丁目6番20

（琴音つばさ拠点区分） 219,219,000

　　京都府京都市南区久世上久世町530番24　ほか

建物 （寿里苑拠点区分） 1986年度 2,023,848,400 1,207,218,323 816,630,077

　　大阪府河内長野市小山田町448番地2　ほか

（寿里苑加賀田拠点区分） 1999年度 251,550,000 106,443,382 145,106,618

　　大阪府河内長野市加賀田3047番地1　ほか

（寿里苑フルール拠点区分） 2014年度 478,415,000 74,218,228 404,196,772

　　大阪府河内長野市加賀田3969番地58　　ほか

（寿里苑フェリス拠点区分） 2003年度 1,097,250,000 358,013,697 739,236,303

　　大阪府河内長野市加賀田885番2

（寿里苑サラ拠点区分） 2003年度 1,485,435,000 411,762,582 1,073,672,418

　　大阪府松原市丹南4丁目172番地　ほか

（寿里苑夢の杜拠点区分） 2011年度 639,292,700 258,552,563 380,740,137

　　大阪府富田林市高辺台2丁目8番地6　ほか

（寿里苑花舞の郷拠点区分） 2011年度 820,365,000 149,306,416 671,058,584

　　大阪府大阪狭山市東池尻4丁目1337番地1　ほか

（寿里苑ラピス拠点区分） 2015年度 1,595,680,000 78,986,160 1,516,693,840

　　大阪府大阪市淀川区木川東2丁目39番地

（認定こども園宮前つばさ拠点区分） 2009年度 315,359,431 64,596,772 250,762,659

　　大阪府松原市上田６丁目231番地1　ほか

（音色つばさ拠点区分） 2012年度 197,400,000 43,436,599 153,963,401

　　大阪府大阪市北区本庄東１丁目６番地9

（彩つばさ拠点区分） 2013年度 360,938,100 49,769,698 311,168,402

　　大阪府吹田市千里丘北297番地5

（花音つばさ拠点区分） 2014年度 256,867,500 22,604,340 234,263,160

　　兵庫県神戸市灘区城内通1丁目6番地20

（子音つばさ拠点区分） 2014年度 300,037,500 42,502,892 257,534,608

　　大阪府堺市北区長曽根町3018番地9　ほか

（心音つばさ拠点区分） 2015年度 346,140,000 21,592,296 324,547,704

　　兵庫県伊丹市瑞原２丁目52番地　ほか

（琴音つばさ拠点区分） 2016年度 460,782,000 20,274,408 440,507,592

　　京都府京都市南区久世上久世町530番地24　ほか

（花梨つばさ拠点区分） 2016年度 353,904,000 15,571,776 338,332,224

　　大阪府大阪狭山市半田５丁目214番地1

（華月つばさ拠点区分） 417,111,700 12,999,980 404,111,720

　　京都府向日市寺戸町寺田1番地8

11,400,376,331 2,937,850,112 10,661,766,818

土地 （法人本部拠点区分） 45,611,680 45,611,680

　大阪府河内長野市末広町92番17　ほか

（寿里苑花舞の郷拠点区分） 8,756,100 8,756,100

　大阪府大阪狭山市東池尻4丁目1337番地4

（寿里苑サラ拠点区分） 94,680,000 94,680,000

　大阪府松原市丹南4丁目170番地1

（認定こども園宮前つばさ拠点区分） 84,150,000 84,150,000

　　大阪府松原市上田8丁目91番4　ほか

（収益事業区分） 120,681,460 120,681,460

　　大阪府河内長野市南花台1丁目3635番10

建物 （社会福祉事業各拠点区分）　増改築工事　ほか 第一種、第二種社会福祉事業に使用している。 192,873,847 60,802,003 132,071,844

  (桜の杜つばさ拠点区分） 366,022,331 366,022,331

　　京都府京都市西京区桂市ノ前町118-1

（公益事業区分） 429,560,294 60,772,433 368,787,861

　　大阪府河内長野市昭栄町911番地2

（収益事業区分） 17,528,292 4,823,195 12,705,097

　　大阪府河内長野市南花台1丁目3635番10

1,233,466,373

構築物 外構工事、園庭工事 104,343,024 60,870,712 43,472,312

車輌運搬具 ハイエース　ほか 243,347,856 207,921,656 35,426,200

器具及び備品 パソコン　ほか 586,729,740 380,768,067 205,961,673

有形リース資産 事務機器、ソフト 67,371,840 28,108,152 39,263,688

　１　流動資産

財産目録
平成30年３月３１日現在

貸借対照表科目

Ⅰ　資産の部

第ニ種社会福祉事業である、音色保育園に使用して

いる。

小計

流動資産合計

　２　固定資産

　（１）　基本財産

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム

寿里苑等に使用している。

第ニ種社会福祉事業である、寿里苑加賀田デイサー

ビスセンター等に使用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑フルール等に使

用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑フェリス等に使

用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑サラ等に使用し

ている。

第一種社会福祉事業である、寿里苑ラピス等に使用

している。

第ニ種社会福祉事業である、認定こども園宮前つば

さに使用している。

第ニ種社会福祉事業である、認定こども園宮前つば

さに使用している。

第ニ種社会福祉事業である、彩つばさ保育園に使用

している。

第ニ種社会福祉事業である、花音つばさ保育園に使

用している。

第ニ種社会福祉事業である、琴音つばさ保育園に使

用している。

第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム

寿里苑等に使用している。

第ニ種社会福祉事業である、寿里苑加賀田デイサー

ビスセンター等に使用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑フルール等に使

用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑フェリス等に使

用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑サラ等に使用し

ている。

第一種社会福祉事業である、寿里苑夢の杜等に使

用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑花舞の郷等に

使用している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑ラピス等に使用

している。

第一種社会福祉事業である、寿里苑サラ等に使用し

ている。

第ニ種社会福祉事業である、音色保育園に使用して

いる。

第ニ種社会福祉事業である、彩つばさ保育園に使用

している。

第ニ種社会福祉事業である、花音つばさ保育園に使

用している。

第ニ種社会福祉事業である、子音つばさ保育園に使

用している。

第ニ種社会福祉事業である、心音つばさ保育園に使

用している。

第ニ種社会福祉事業である、琴音つばさ保育園に使

用している。

第ニ種社会福祉事業である、花梨つばさ保育園に使

用している。

基本財産合計

　（２）　その他の固定資産

第一種社会福祉事業である、寿里苑花舞の郷等に

使用している。

2016年度
第ニ種社会福祉事業である、華月つばさ保育園に使

用している。

第ニ種社会福祉事業である、認定こども園宮前つば

さに使用している。

収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。

2017年度
第ニ種社会福祉事業である、桜の杜つばさ保育園に

使用している。

2015年度
公益事業である、サービス付き高齢者住宅に使用し

ている。

2007年度 収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。

小計



権利 借地権、保証料 4,637,244

ソフトウェア 介護保険システム 8,217,975

大阪府民間共済会事業主負担額
将来における退職金支給の目的のために積み立

てている
71,240,820

投資有価証券 保有株式 1,554,000

三菱東京UFJ銀行　定期預金　ほか
将来における施設整備等の目的のために積み立

てている
148,041,483

差入保証金 不動産賃借保証金 70,784,108

長期前払費用 火災保険料　ほか 8,103,200

その他の固定資産 水道分担金　ほか 14,703,815

保険積立金 第一生命保険積立て 186,758

2,361,656,464 804,066,218 1,885,059,649

13,762,032,795 3,741,916,330 12,546,826,467

13,762,032,795 3,741,916,330 14,399,915,611

短期運営資金借入金 三菱東京UFJ銀行　ほか 233,336,000

事業未払金 業者等未払金 670,929,671

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構　ほか 292,790,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金 三菱東京UFJ銀行 69,984,000

１年以内返済予定リース債務 事務機器、ソフト 13,474,368

未払費用 9,842,698

預り金 源泉所得税 687,074

職員預り金 社会保険料　ほか 67,837,348

前受収益 不動産賃貸料 367,170

仮受金 職員入金分 24,298

賞与引当金 賞与支給見込額 87,598,700

0 0 1,446,871,327

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構　ほか 5,252,052,000

長期運営資金借入金 三菱東京UFJ銀行 215,912,000

リース債務 事務機器、ソフト 25,789,320

退職給付引当金 退職金期末要支給額 81,965,798

敷金預り金 敷金預り金 5,020,000

0 0 5,580,739,118

0 0 7,027,610,445

13,762,032,795 3,741,916,330 7,372,305,166

　１　流動負債

退職給付引当資産

その他の積立資産

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

流動負債合計

　２　固定負債

固定負債合計

負債合計

差引純資産



　（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－定額法

　　　　・リース資産

　　　　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によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

主な資産は管理システムソフトにかかるものである。

　（３）引当金の計上基準

　　　　・退職給付引当金

　　　　・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

　　　　・徴収不能引当金

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）一般財団法人　大阪民間社会福祉事業従事者共済会が実施する退職共済制度

　（2）独立行政法人　福祉医療機構が実施する退職共済制度

　（3）法人独自により実施する退職金制度

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(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)

　(2) 事業区分別内訳表(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)

　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)

  (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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)

　(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

　「法人本部」

　「保育本部」

イ 寿里苑拠点区分（社会福祉事業）

　「特別養護老人ホーム寿里苑」

　「寿里苑ショートステイ」

　「寿里苑デイサービスセンター」

　「寿里苑輝デイサービスセンター」

　「寿里苑在宅介護支援センター」

　「寿里苑診療所」

　「寿里苑訪問介護ステーション」

　「河内長野寿里苑訪問看護ステーション」

　「寿里苑社会貢献事業」

　「河内長野市東部地域包括支援センター」

ウ 寿里苑加賀田拠点区分（社会福祉事業）

　「寿里苑加賀田デイサービスセンター」

　「寿里苑加賀田ヘルパーステーション」

　「寿里苑加賀田在宅介護支援センター」

金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金
として計上することとしている。

　(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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)

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給共済制度に加入している職
員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

法人独自により実施する退職金制度により、当該会計年度までに負担すべき額を見積り退職給付引当金に計上している。



エ 寿里苑フルール拠点区分（社会福祉事業）

　「地域密着型介護老人福祉施設寿里苑フルール」

　「寿里苑フルールショートステイ」

　「寿里苑フルールデイサービスセンター」

　「寿里苑フルールケアプランセンター」

オ 寿里苑フェリス拠点区分（社会福祉事業）

　「介護老人保健施設寿里苑フェリス」

　「寿里苑フェリス通所リハビリテーション」

　「グループホーム寿里苑フェリス」

カ 寿里苑サラ拠点区分（社会福祉事業）

　「特別養護老人ホーム寿里苑サラ」

　「寿里苑サラデイショートステイ」

　「寿里苑サラデイサービスセンター」

　「寿里苑サラヘルパーステーション」

　「寿里苑サラ在宅介護支援センター」

　「寿里苑サラケアプランセンター」

　「寿里苑サラ診療所」

　「寿里苑サラ社会貢献事業」

キ 寿里苑夢の杜拠点区分（社会福祉事業）

　「地域密着型介護老人福祉施設寿里苑夢の杜」

　「寿里苑夢の杜ショートステイ」

　「寿里苑夢の杜小規模多機能事業」

　「寿里苑夢の杜デイサービスセンター」

　「寿里苑夢の杜ケアプランセンター」

ク 寿里苑花舞の郷拠点区分（社会福祉事業）

　「地域密着型介護老人福祉施設寿里苑花舞の郷」

　「寿里苑花舞の郷ショートステイ」

　「寿里苑花舞の郷小規模多機能事業」

　「寿里苑花舞の郷デイサービスセンター」

　「寿里苑花舞の郷ヘルパーステーション」

　「寿里苑花舞の郷ケアプランセンター」

ケ 寿里苑ラピス拠点区分（社会福祉事業）

　「特別養護老人ホーム寿里苑ラピス」

　「寿里苑ラピスショートステイ」

　「寿里苑ラピスケアプランセンター」

　「寿里苑ラピスデイサービスセンター」

コ 認定こども園宮前つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「幼保連携型宮前つばさ幼稚園」

サ 音色つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「音色つばさ保育園」

シ 彩つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「彩つばさ保育園」

ス 花音つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「花音つばさ保育園」

セ 子音つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「子音つばさ保育園」

ソ 心音つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「心音つばさ保育園」

タ 琴音つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「琴音つばさ保育園」

チ 花梨つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「花梨つばさ保育園」

ツ 華月つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「華月つばさ保育園」

テ 桜の杜つばさ拠点区分（社会福祉事業）

　「桜の杜つばさ保育園」

ト 寿里苑風香拠点区分（公益事業）

　「サービス付高齢者向け住宅寿里苑風香」

　「寿里苑風香ケアプランセンター」

ナ 不動産賃貸業（収益事業）

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

合計 10,534,758,170 413,288,177 286,279,529 10,661,766,818

土地 2,199,240,599 0 0 2,199,240,599

建物 8,335,517,571 413,288,177 286,279,529 8,462,526,219



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
　　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）

建物（基本財産）

土地（運用財産）

建物（運用財産）

計

　　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）

計

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
　　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は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

　　　　・間接法の為、記載省略

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

　　　　・該当なし

単位：円

役員の兼務等 事業上の関係

有限会社 大阪狭山市

　愛和 狭山1-787

桐山博

取引条件及び取引条件の決定方針等

     ・物品等の購入価格については、同業種の価格をもとに決定している。

     ・当法人は銀行借入に対して桐山博より債務保証を受けている。なお、保証料等の支払いは行っていない。

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．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

2,147,352,599円

7,030,950,320円

143,291,660円

785,604,678円

10,107,199,257円

5,301,212,000円

建物(その他固定) 1,005,984,764 126,397,631 879,587,133

構　　築　　物 104,343,024 60,870,712 43,472,312

5,301,212,000円

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 11,400,376,331 2,937,850,112 8,462,526,219

有形リース資産 67,371,840 28,108,152 39,263,688

車輌運搬具 243,347,856 207,921,656 35,426,200

器具・備品 586,729,740 380,768,067 205,961,673

合計 13,408,153,555 3,741,916,330 9,666,237,225

１２．関連当事者との取引の内容
     関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

関係内容
取引金額 科目 期末残高

法人 603,608,907
福祉用具販売
レンタル事業

100%

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し

ている法人

－

種類 法人等の名称 住所 資産総額
事業の内容
又は職業

議決権の
所有割合

1,945,676,000 － －

32,282,585 事業未払金 2,199,730

個人 － － － － 当法人理事長 債務被保証


