
社会福祉法人ふたかみ福祉会

別紙1

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

27 大阪府 222 羽曳野市 27222 7120105005231 01 一般法人 01 運営中

http://www.futakamifukushi.sakura.ne.jp/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ futakami@hi-ho.ne.jp

社会福祉法人ふたかみ福祉会

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０２
072-959-3221 072-957-1604 2 無

(3-2)評議員の職業

鎌田　修 H29.4.1 Ｈ33.6

平成8年2月20日 平成8年3月5日

７ 7 210,000

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の

評議員・役員・職員との兼務状

況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数

3

中川　直美 H29.4.1 Ｈ33.6
0

森　恒子 H29.4.1 Ｈ33.6
3

細川　直幸 H29.4.1 Ｈ33.6
4

柿木志津江 H29.4.1 Ｈ33.6
0

土山喜代美 H29.4.1 Ｈ33.6
3

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

松村　雅史 H29.4.1 Ｈ33.6
0

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

6 6 22,917,850 2 特例無

H29.4.1 Ｈ33.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 無 6
寺村　美知子

1 理事長（会長等含む。） 平成29年6月10日 2 非常勤 平成29年6月10日

H29.4.1 Ｈ33.6 3 施設の管理者 2 無 6
石本　悦二

2 業務執行理事（常務理事等含む。） 1 常勤 平成29年6月10日

H29.4.1 Ｈ33.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 5
八木　昭二

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日

H29.4.1 Ｈ33.6 3 施設の管理者 2 無 5
亀井　勝

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月10日

H29.4.1 Ｈ33.6 3 施設の管理者 2 無 6
楠尾　薫

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月10日

2 2 60,000

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

H29.4.1 Ｈ33.6 3 施設の管理者 2 無 4
関口　奈緒美

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月10日

(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

大西　耕太郎
平成29年3月9日

H29.4.1 Ｈ33.6

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

0 3 0

4 財務管理に識見を有する者（公認会計士） 2

佐野　益正
平成29年3月9日

H29.4.1 Ｈ33.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 5

2.4 0.0

43 3 9

0.6 5.2

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人

名）

(1-2)前会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

(1-3)前年

度決算にかか

る定時評議

員会への出

席の有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）



社会福祉法人ふたかみ福祉会

７．前会計年度の評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度の理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

平成28年5月21日 6 6 2

●第1号議案　2015年度（Ｈ27年度）補正予算承認。●第2号議案　2015年度事業報告承認。●第3号議案　2015年度決算承認。●第4号議案

監事監査報告承認。―概ね適正。●第5号議案　2016年度第一回補正承認。ーハピバール建設における補助金（公益財団法人ＪＫＡ）却下に伴う福

祉医療機構より6000万借入の予定。●第6号議案ハピバール計画について承認。一般入札を行う。●第7号議案　2016年4月1日より福祉医療事業団退

職給付事業より脱退。大阪民間従事者共済会退職制度：第2掛金に加入を承認。●第8号議案　理事役員報酬細則についてー理事長の常勤役員の報

酬：18万円に決定。

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監

事・会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

平成29年2月18日 4 6 1

●ハピバール進捗状況報告、承認。－花田工業に支払完了。3月上旬引き渡し予定。開所4月1日、お披露目会5月18日予定各承認。●第1号議案　定

款変更承認ー前回の変更の修正ー書式をそろえる。●第2号議案　「評議員候補者推薦名簿」について承認。●第３号議案　団体役員賠償責任保険（保

険金1億円）で承認。

平成28年12月3日 7 6 1

●ハピバール進捗状況について報告、承認ー建設事業：花田工業株式会社落札。７/29地鎮祭、11/19上棟式実施。福祉医療機構より6000万円借入

内定。●羽曳野市法人指導監査（9月29日）の結果を「指摘改善事項」を基に報告。ー指摘事項１，２，３，５については改善済みの報告。●第1号

議案　「定款」変更承認ー法人理念追加、就業・生活支援事業を次年度より公益事業に他。「評議員選任及び解任委員会規定」案を承認。●第2号議案

2016年度半期事業報告承認。●第3号議案　2016年度半期決算承認。ハピバール建設特別会計の状況報告。

0

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

平成29年3月18日 7 6 2

●ハピバール進捗状況：3月9日建物引き渡し完了。大阪府より4月1日開所受理される。ハピバール建設特別会計報告、支払をほぼ終えた旨報告。●第1

号議案　2016年度補正予算承認。●第2号議案　2017年度事業計画承認。●第3号議案　はばたき「スプリンクラー設置補助金事業」について了承ー補

助金申請、公募、入札にて実施。●第4号議案　ハピバール建設完成報告、承認。●第5議案　定款変更報告、承認。●第6号議案　評議員の選任につい

てー選任候補者7名を評議員として決定、理事会に提案。

平成28年7月19日 7 1

●ハピバール進捗状況報告。ー入札結果他。●第1号議案　工事請負契約書内容の決定ー花田工業株式会社66,400,000円で落札。福祉医療機構の借入金の

手続きに沿って契約を進める旨決定。●第2号議案　福祉医療機構の借入金について承認。建物を担保に、保証人は「保証人不要制度」を利用。●第3号議案　第2

次補正予算の承認。ハピバール建設に伴う資金繰入。●第4号議案　第3者委員会の設置について承認。●第5号議案　勤怠管理システム導入についてーもう少し実態

把握をしてから進めてはどうか言う意見あり。今回は見送りとなる。●第6号議案　経理規定変更の承認。ー小口現金金額、随時契約についての変更承認。

平成28年12月3日 6 1

●ハピバール進捗状況について報告、承認ー建設事業：花田工業株式会社落札。７/29地鎮祭、11/19上棟式実施。福祉医療機構より6000万円借入内定。●羽

曳野市法人指導監査（9月29日）の結果を「指摘改善事項」を基に報告。ー指摘事項１，２，３，５については改善済みの報告。●第1号議案　「定款」変更承

認ー法人理念追加、就業・生活支援事業を次年度より公益事業に他。「評議員選任及び解任委員会規定」案を承認。●第2号議案　2016年度半期事業報告承

認。●第3号議案　2016年度半期決算承認。ハピバール建設特別会計の状況報告。●第4号議案　3月理事会の提案。－2017/3/18に理事会、のち職員との懇親

会を提案、了承。

平成28年5月21日 6 2

●第1号議案　2015年度（Ｈ27年度）補正予算承認。●第2号議案　2015年度事業報告承認。●第3号議案　2015年度決算承認。●第4号議案　監事監査

報告承認。―概ね適正。●第5号議案　2016年度第一回補正承認。ーハピバール建設における補助金（公益財団法人ＪＫＡ）却下に伴う福祉医療機構より

6000万借入の予定。●第6号議案ハピバール計画について承認。一般入札を行う。入札日7月11日、予定価格の理事会6月13日、契約内容確認理事会を7月11

日に開催することを決定。●第7号議案　2016年4月1日より福祉医療事業団退職給付事業より脱退。大阪民間従事者共済会退職制度：第2掛金に加入を承認。

●第8号議案　理事役員報酬細則についてー理事長の常勤役員の報酬：18万円に決定。

平成28年6月13日 7 0

●ハピバール進捗状況報告。6/11　マルシェ開催。地域との関係は問題なく進んでいる等。●第1号議案　入札参加資格審査、予定、最低価格の決定：設計士より3

者届のうち2社該当の旨、予定通り7月11日入札決定。予定価格7000万（公表）、最低制限価格6300万（非公表）を決定。入札が不成立の場合、再度入札日

を7月27日、契約内容確認理事会を8月2日とする。●2号議案　ハピバールの今後のスケジュールを承認。●3号議案　職員給与規定10月1日より改正の承認他ー配

偶者扶養手当10000円に変更。公用車のドライブレコーダー設置。

0

大西　耕太郎

佐野　益正

報酬等支給基準、報酬等の総額の公表を新評議員会後に公表すること。

新評議員会後に報酬等の支給基準および総額の公表をする。

平成29年2月18日 6 1

●ハピバール進捗状況報告、承認。－花田工業に支払完了。3月上旬引き渡し予定。開所4月1日、お披露目会5月18日予定各承認。●第1号議案　定款変更承

認ー前回の変更の修正ー書式をそろえる。●第2号議案　「評議員候補者推薦名簿」について承認。●第３号議案　団体役員賠償責任保険（保険金1億円）で承

認。

平成29年3月18日 6 1

●ハピバール進捗状況：3月9日建物引き渡し完了。大阪府より4月1日開所受理される。ハピバール建設特別会計報告、支払をほぼ終えた旨報告。●第1号議案

2016年度補正予算承認。●第2号議案　2017年度事業計画承認。●第3号議案　はばたき「スプリンクラー設置補助金事業」について了承ー補助金申請、公募、入

札にて実施。●第4号議案　ハピバール建設完成報告、承認。●第5議案　定款変更報告、承認。●第6号議案　評議員の選任についてー選任候補者7名を評議員と

して決定、理事会に提案。●第7号議案　法人組織体制、管理者の任命提案、承認。●第8号議案　就業規則の変更承認。－事業所ごとの就業規則作成、労働基

準監督署へ届けることを承認。●第8号議案　理事の畑英作氏の退任意向あり。以後相談役を依頼。承認。



社会福祉法人ふたかみ福祉会

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

（イ）修繕費合計額

（円）

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

平成8年9月1日 34 11,104

ア建設費

大阪府 羽曳野市 駒ヶ谷１０６番地１ 3 自己所有 3 自己所有

001 駒ヶ谷

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） はびきの園

大阪府 羽曳野市 駒ヶ谷１０６番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

001 駒ヶ谷

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） はびきの園

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年9月1日 10 2,691

ア建設費

平成24年5月1日 6 136

ア建設費

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０３ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

001 駒ヶ谷

06000008 はびきの園　共通 はびきの園

大阪府 羽曳野市 駒ヶ谷１０６番地１ 3 自己所有

イ大規模修繕

001 駒ヶ谷

01040405 障害者支援施設（就労移行支援） 就労移行支援　はぴサポート

イ大規模修繕

3 自己所有 平成8年9月1日 0 0

ア建設費

平成23年4月2日 10 2,638

ア建設費

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０１ 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

002
大西記念

センター

06000004 グループホーム　はばたき はばたき

大阪府 羽曳野市 古市6丁目１６－２－４０３ 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

001 駒ヶ谷

02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス） ほまれっこ

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成12年5月1日 4 1,310

ア建設費

平成20年10月1日 6 1,654

ア建設費

大阪府 羽曳野市 誉田7丁目８０８－１ 3 自己所有 3 自己所有

002
大西記念

センター

06000006 グループホーム　第2はばたき 第2はばたき

大阪府 羽曳野市 誉田7丁目８０８－１ 3 自己所有

イ大規模修繕

002
大西記念

センター

06000005 グループホーム　あさがお あさがお

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年10月1日 7 2,112

ア建設費

平成25年5月1日 6 1,653

ア建設費

大阪府 羽曳野市 誉田7丁目８０８－６ 3 自己所有 3 自己所有

002
大西記念

センター

06000011 グループホーム　共通 はばたき

大阪府 羽曳野市 誉田7丁目８０８－１ 3 自己所有

イ大規模修繕

002
大西記念

センター

06000007 グループホーム　第3はばたき 第3はばたき

イ大規模修繕

3 自己所有 平成20年10月1日 0 0

ア建設費

平成20年10月1日 5 1,093

ア建設費

大阪府 羽曳野市 誉田7丁目８０８－１ 3 自己所有 3 自己所有

003 白鳥

02130203 地域移行支援 支援センターはる

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

002
大西記念

センター

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） ほまれの里

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成27年10月1日 0 15

ア建設費

平成27年10月1日 0 15

ア建設費

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

003 白鳥

02130303 計画相談支援 支援センターはる

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

003 白鳥

02130204 地域定着支援 支援センターはる

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成27年10月1日 0 4,685

ア建設費

平成27年10月1日 0 0

ア建設費

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

003 白鳥

06000002 就業・生活支援（国）雇用安定事業 南河内北障害者就業・生活支援センター

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

003 白鳥

06000010 相談支援事業　共通 支援センターはる

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成15年10月1日 0 1,737

ア建設費

平成15年10月1日 0 1,737

ア建設費

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

003 白鳥

06000009 就業・生活支援事業　共通 南河内北障害者就業・生活支援センター

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

003 白鳥

06000003 就業・生活支援（府）生活支援等事業・体制強化事業 南河内北障害者就業・生活支援センター

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成15年10月1日 0 0

ア建設費

平成27年5月1日 0 240

ア建設費

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等

004 本部

06000001 ハピバール建設特別会計 ハピバール建設特別会計

大阪府 羽曳野市 白鳥三丁目１６－３－１０2 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

004 本部

00000001 本部経理区分 法人本部

イ大規模修繕

2 民間からの賃借等 平成27年4月1日 0 120

ア建設費
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１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

（イ）修繕費合計額

（円）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

（イ）修繕費合計額

（円）

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0

405,000

3,864,000

7,897,663

施設名 直近の受審年度

01 公認会計士

1 有

1 有

3 該当なし

3 該当なし

1 有

1 有

４．経理規定を実態に即して改正すること。

（１）第４条　付属明細書：「別表２」と「下記のとおり」を整合させる事。

（２）第11条　「会計伝票」追加、「予算管理票」削除とする。

（３）第53条　減価償却法について改正：「間接法」を採用するという規定が実態と相違。

（４）第54条　退職給付引当金と同額の退職給付引当資産計上が実態と相違。

（５）、（６）別表１、２の漏れている勘定科目を追加、整備の事。

大西　耕太郎

ア　公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査

１．役員の履歴書について重任時に再徴収するか、変更点の追記を行う事。

２．人権啓発の計画、実績を大阪府知事（商工労働部雇用推進室）におこなう事。

３．会計関係職務：予算責任者、固定資産管理責任者を選任、辞令再交付の事。

５．国庫補助金等特別積立金の会計処理について
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　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

（２）第11条1項　付属明細書を実態に即して訂正。

　　「会計伝票」加筆。

　　「予算管理票」削除。

（３）第53条5項　減価償却法について実態に即して訂正。

　　「取得価格から減価償却累計額を直接控除した価格を貸借対照表に計上し、減価償却累計額を注記する。」

（４）第54条　退職給付引当資産を実態に即して訂正。

　　　旧会計基準に基づく処理を現行基準に基づき計算すること。

１．理事会のおり、重任の役員の方の履歴書で、退職等変化の有無を確認の上、追記等を実施。

２．大阪府商工労働部雇用推進室に提出。

３．予算責任者・井川たつ子、　固定資産管理責任者・竹田直樹　とし、追加して辞令を再交付。

４．（１）第4条第2項　別表１．２を作成。

　　「また、法人の負担する民間共済会退職共済制度掛金相当額の退職給付引当資産を計上するものとする。」

（５）、（６）使用している勘定科目をすべて規定。

５．現行基準に従い、「国庫補助金等特別積立金取崩額」を現時点まで再計算済み。


