
　にじの風保育園拠点区分資金収支計算書

（単位 : 円）
(自)令和02年 4月 1日    (至)令和03年 3月31日

第一号第四様式

学校法人　聖ヶ丘学園

にじの風保育園

勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

【事業活動による収支】

収入

保育事業収入 131,478,565 △1,478,565130,000,000

受取利息配当金収入 1,340 8,66010,000

その他の収入 933,009 △83,009850,000

事業活動収入計(1) 132,412,914 △1,552,914130,860,000

支出

人件費支出 97,531,438 △231,43897,300,000

事業費支出 10,975,819 464,18111,440,000

事務費支出 31,197,400 672,60031,870,000

その他の支出 1,629,705 △279,7051,350,000

事業活動支出計(2) 141,334,362 625,638141,960,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △8,921,448 △2,178,552△11,100,000

【施設整備等による収支】

収入

施設整備等収入計(4) 0 00

支出

施設整備等支出計(5) 0 00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 00

【その他の活動による収支】

収入

積立資産取崩収入 5,900,000 △3,000,0002,900,000

その他の活動による収入 57,800 △57,8000

その他の活動収入計(7) 5,957,800 △3,057,8002,900,000

支出

積立資産支出 183,144 △183,1440

拠点区分間繰入金支出 537,439 11,561549,000

その他の活動支出計(8) 720,583 △171,583549,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,237,217 △2,886,2172,351,000

予備費支出(10) 0 00

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 △3,684,231 △5,064,769△8,749,000

前期末支払資金残高(12) 16,166,464 285,06316,451,527

当期末支払資金残高(11)+(12) 12,482,233 △4,779,7067,702,527



　にじの風保育園拠点区分事業活動計算書

（単位 : 円）
(自)令和02年 4月 1日    (至)令和03年 3月31日学校法人　聖ヶ丘学園

にじの風保育園

第二号第四様式

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

【サービス活動増減の部】

収益

保育事業収益 131,478,565 128,913,950 2,564,615

サービス活動収益計(1) 131,478,565 128,913,950 2,564,615

費用

人件費 97,714,582 91,385,382 6,329,200

事業費 10,975,819 11,219,497 △243,678

事務費 31,197,400 31,667,160 △469,760

減価償却費 4,251,827 4,428,082 △176,255

サービス活動費用計(2) 144,139,628 138,700,121 5,439,507

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △12,661,063 △9,786,171 △2,874,892

【サービス活動外増減の部】

収益

受取利息配当金収益 1,340 1,784 △444

その他のサービス活動外収益 933,009 2,244,521 △1,311,512

サービス活動外収益計(4) 934,349 2,246,305 △1,311,956

費用

その他のサービス活動外費用 1,629,705 1,499,768 129,937

サービス活動外費用計(5) 1,629,705 1,499,768 129,937

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △695,356 746,537 △1,441,893

経常増減差額(7)=(3)+(6) △13,356,419 △9,039,634 △4,316,785

【特別増減の部】

収益

特別収益計(8) 0 0 0

費用

拠点区分間繰入金費用 537,439 0 537,439

特別費用計(9) 537,439 0 537,439

特別増減差額(10)=(8)-(9) △537,439 0 △537,439

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △13,893,858 △9,039,634 △4,854,224

【繰越活動増減差額の部】

　前期繰越活動増減差額(12) △50,928,443 △43,288,809 △7,639,634

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △64,822,301 △52,328,443 △12,493,858

その他の積立金取崩額(15) 5,900,000 1,400,000 4,500,000

次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16 △58,922,301 △50,928,443 △7,993,858



　にじの風保育園拠点区分貸借対照表

令和03年3月31日
（単位 : 円）

第三号第四様式

学校法人　聖ヶ丘学園

にじの風保育園

勘　定　科　目 当年度末 前年度末 増　　減

【資産の部】

21,976,290 △4,619,24317,357,047流動資産

8,211,107 △2,794,7805,416,327　現金預金

10,312,208 △1,914,5708,397,638　事業未収金

2,082,470 87,1402,169,610　未収補助金

29,005 2,96731,972　貯蔵品

1,341,500 01,341,500　前払費用

77,014,497 △10,026,48366,988,014固定資産

54,205,079 △3,261,62250,943,457　基本財産

54,205,079 △3,261,62250,943,457　　建物

22,809,418 △6,764,86116,044,557　その他の固定資産

1,279,935 △191,8861,088,049　　構築物

2,080,947 △798,3191,282,628　　器具及び備品

733,569 183,144916,713　　退職給付引当資産

2,000,000 △2,000,0000　　人件費積立資産

5,600,000 △2,900,0002,700,000　　修繕費積立資産

1,000,000 △1,000,0000　　備品等購入積立資産

7,000,000 07,000,000　　保育所施設・整備積立資産

3,000,000 03,000,000　　差入保証金

114,967 △57,80057,167　　長期前払費用

98,990,787 △14,645,72684,345,061資産の部合計

【負債の部】

5,809,826 △935,0124,874,814流動負債

4,455,835 △1,066,8823,388,953　事業未払金

978,201 0978,201　未払費用

0 116,000116,000　預り金

375,790 15,870391,660　職員預り金

733,569 183,144916,713固定負債

733,569 183,144916,713　退職給付引当金

6,543,395 △751,8685,791,527負債の部合計

【純資産の部】

127,775,835 0127,775,835基本金

127,775,835 0127,775,835　基本金

15,600,000 △5,900,0009,700,000その他の積立金

2,000,000 △2,000,0000　人件費積立金

5,600,000 △2,900,0002,700,000　修繕費積立金

1,000,000 △1,000,0000　備品等購入積立金

7,000,000 07,000,000　保育所施設・整備積立金

△50,928,443 △7,993,858△58,922,301次期繰越活動増減差額

△50,928,443 △7,993,858△58,922,301　次期繰越活動増減差額

△9,039,634 △4,854,224△13,893,858（うち当期活動増減差額）

92,447,392 △13,893,85878,553,534純資産の部合計

98,990,787 △14,645,72684,345,061負債及び純資産の部合計



別紙２ 

計算書類に対する注記 

 

1 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・・・償却原価法（定額法）   

  ② 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   

(２) 固定資産の減価償却の方法   

 ① 建物、構築物、器具及び備品等・・・定額法   

  ② リース資産   

   (ア) 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。  

(イ) 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、残存価格を零とする定額法によっている。    

(３) 引当金の計上基準   

  ① 退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額14,113,200円に対 

し、神奈川県私立幼稚園退職基金財団の交付金との差額を退職給与引 

当金に計上している。   

  ② 賞与引当金・・・計上していない。   

 

2 重要な会計方針の変更・・・該当なし 

 

3 法人で採用する退職給付制度 

 ・・・職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県私立幼稚園退職基金財団に加入している。 

 

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。 

(１) にじの風保育園拠点計算書類（会計基準省令第 1号第 4様式、第 2号第 4様式、第 3号第 

4様式） 

(２) 拠点区分事業活動明細書は省略している。 

(３) 拠点区分資金収支明細書は省略している。 

 

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 

建物 54,205,079 0 3,261,622 50,943,457 

合  計 54,205,079 0 3,261,622 50,943,457 

 

 



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 

・・・該当なし 

 

7 担保に供している資産・・・該当なし 

 

8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取

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） 
 

固定資産の種類 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
 

建物 81,422,645 30,479,188 50,943,457 
 

構築物 2,472,938 1,384,889 1,088,049 
 

器具及び備品 10,839,012 9,556,384 1,282,628 
 

合  計 94,734,595 41,420,461 53,314,134 
 

 

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権の当期末残高・・・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 

 

12 その他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 

 

以上 

 

 

 



取得年度 取得価額 減価償却累計額

平成24年度 81,422,645 30,479,188

2,472,938 1,384,889

10,839,012 9,556,384

負債合計 5,791,527

差引純資産 78,553,534

固定負債

　退職給付引当金
将来における退職給付の目的の
ために引き当てている引当金

916,713

固定負債合計 916,713

流動負債合計 4,874,814

　職員預り金

　　職員預り金(所得税) 所得税　3月分 111,960

　　職員預り金(住民税) 住民税　3月分 279,700

　未払費用 給食業務委託管理費　3月分他 978,201

　預り金
令和2年度追加分新型コロナ対策
補助金戻入分

116,000

【負債の部】

流動負債

　事業未払金 園児給食代　3月分他 3,388,953

　　その他の固定資産

　その他の固定資産合計 16,044,557

固定資産合計 66,988,014

資産合計 84,345,061

　　差入保証金 敷金
第2種社会福祉事業である、保育
所施設等に使用している土地の敷
金

3,000,000

　　長期前払費用 火災保険料 令和4年4月1日～令和5年3月27日分 57,167

　　保育所施設・設備整備積立資産
定期預金
横浜銀行横浜駅前支店

将来における保育所施設・設備整
備の目的のために積み立てている
定期預金

7,000,000

　　修繕費積立資産
定期預金
横浜銀行横浜駅前支店

将来における修繕費の目的のため
に積み立てている定期預金

2,700,000

　　器具及び備品 リコー製複合機他
第2種社会福祉事業である、
保育所施設等に使用している

1,282,628

　　退職給付引当資産
定期預金
横浜銀行横浜駅前支店

将来における退職給付の目的のた
めに積み立てている定期預金

916,713

　基本財産合計 50,943,457

　その他の固定資産

　　構築物 園舎外構工事他
第2種社会福祉事業である、
保育所施設等に使用している

1,088,049

流動資産合計 17,357,047

固定資産

　基本財産

　　建物 横浜市鶴見区駒岡2-6-56
第2種社会福祉事業である、
保育所施設等に使用している

50,943,457

　貯蔵品 カラー帽子他 園児販売用 31,972

　前払費用
土地・建物賃借料他
令和3年度

1,341,500

　事業未収金 横浜市委託費　3月分他 8,397,638

　未収補助金 横浜市助成　3月分他 2,169,610

　　振替口座 ゆうちょ銀行 運転資金として 49,020

　　定期預金 横浜銀行横浜駅前支店 運転資金として 155,000

　現金預金

　　現金 現金手許有高 運転資金として 93,944

　　普通預金 横浜銀行横浜駅前支店 運転資金として 5,118,363

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 貸借対照表価額

【資産の部】

流動資産

別紙4財　産　目　録
令和３年３月３１日現在学校法人　聖ヶ丘学園

にじの風保育園
(単位：円)
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