
　平成24年4月1日付けで、本協会は公益社団法人に移行したが、移行に先立ち平成23年度より「20年会計基

準」を適用している。

　決算の内訳は公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の３つの会計区分となっており、更に公益目

的事業会計は“公益目的を達成するために必要な事業”を実施している「公益共通」、“看護師等の資質向

上を図るための教育・研修等に関する事業”を行う「教育研修事業」、及び“在宅での療養者のための訪問

看護等に関する事業”の「訪問看護ステーション事業」、並びに“看護職等の就業促進及び進路相談事業”

を行う「ナースセンター事業」の４つの事業に区分されている。

1 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

　公益法人会計基準（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用して

いる。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア．建物・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　定額法によっている。

イ．建物付属設備・構築物・什器備品・車輌運搬具・・・・・ 　定額法によっている。

　　減価償却資産の表示方法は直接法で、取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記６に記載

　するとおりである。

ウ．ソフトウェア・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・ 利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア．棚卸資産・・・・・･・・・・・・・・ 最終仕入原価法又は個別原価法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア．賞与引当金・・・・・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

のうち当期に帰属する額を計上している。

イ．役員退職慰労引当金・・・・・・・・ 役員の退職給付に備えるため、当期末における退職

給付債務に基づき、当年度末において発生している

と認められる額を計上している。

ウ．退職給付引当金・・・・・・・・・・ 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己

都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

　　　所有権移転外ファイナンス･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。

(5) 消費税等の会計処理について

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

令和２年度　財務諸表に対する注記



　　(単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

0 0 0 0

特定資産

退職給付引当預金 26,880,917 5,302,000 4,108,000 28,074,917

減価償却引当資産 143,435,362 25,000,000 0 168,435,362

170,316,279 30,302,000 4,108,000 196,510,279

合　　　計 170,316,279 30,302,000 4,108,000 196,510,279

4 基本財産、特定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

　　(単位：円）

基本財産

0 (0) (0) (0)

特定資産

退職給付引当預金 28,074,917 (0) (0) (28,074,917)

減価償却引当資産 168,435,362 (0) (168,435,362) (0)

196,510,279 (0) (168,435,362) (28,074,917)

196,510,279 (0) (168,435,362) (28,074,917)

5 担保に供している資産

建物255,729,729円及び土地52,000,000円は、長期借入金75,000,000円の担保に供している。

土地　　　大分市大字豊饒字七反畑３１０番４

　　　　　大分市大字豊饒字道ノ下３０３番５

建物　　　大分市大字豊饒字七反畑３１０番地４　　家屋番号３１０番４

6 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、次のとおりである。

　　(単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他固定資産

建物 312,500,680 63,020,964 249,479,716

建物付属設備 251,979,005 179,122,937 72,856,068

構築物 7,531,340 7,424,351 106,989

車両運搬具 2,045,861 2,045,859 2

什器備品 135,264,778 125,830,629 9,434,149

ソフトウエア 1,095,500 957,997 137,503

710,417,164 378,402,737 332,014,427

小　　　計

小　　　計

(うち一般正味
財産からの充

当額)

(うち負債に対
応する額)

科　　　　　　目

科　　　　　　目

小　　　計

小　　　計

科　　　　　　目

合　　　計

合　　　　計

当期末残高
(うち指定正味
財産からの充

当額)



7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

　　(単位：円）

未収金

大分県委託事業 18,268,612 0 18,268,612

国民健康保険診療報酬収益 998,070 0 998,070

社会保険診療報酬収益 2,058,441 0 2,058,441

介護保険診療報酬収益 3,719,841 0 3,719,841

後期高齢者保険料収益 1,342,673 0 1,342,673

自己負担収益 92,588 0 92,588

公益社団法人日本看護協会 4,520,867 0 4,520,867

介護予防ケアマネジメント業務委託料 68,643 0 68,643

大分市特別教育メディカルサポート 165,886 0 165,886

在宅人工呼吸器使用者支援事業 37,500 0 37,500

令和2年度会費 19,000 0 19,000

その他収益 7,387 0 7,387

31,299,508 0 31,299,508

8 保証債務等の偶発債務

　なし

9 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

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、次のとおりである。

満期保有目的の債券の保有はありません。

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

　　(単位：円）

補助金

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ管理者育成研修事業 大分県 － 907,000 907,000 － －

ﾌﾟﾗﾁﾅﾅｰｽ生き活きﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業 大分県 － 320,000 320,000 － －

在宅領域の看護ｹｱ能力均てん化推進事業 大分県 － 207,000 207,000 － －

看護師等病院内研修貸出機材整備事業 大分県 － 655,000 655,000

教育助成金 日本看護協会 － 8,200,210 8,200,210 － －

　 看護の日週間行事 日本看護協会 － 100,000 100,000 － －

合　　　　　計 － 10,389,210 10,389,210 －

当期末残高

貸借対
照表上
の記載
区分

債権金額
債権の当期末

残高
科　　　目

合　　　計

当期増加額 当期減少額

貸倒引当金の
当期末残高

補助金等の名称 交付者 前期末残高



11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

　　(単位：円）

経常収支への振替額

減価償却費計上による振替額 0

経常外収支への振替額

目的達成による指定解除額 0

0

12 関連当事者との取引内容

該当事項なし。

13 重要な後発事象

該当事項なし。

14 その他

　　　公益社団法人に移行しており、財務諸表の情報開示を行う。

合　　　計

金　　　　　額内　　　　　容


