










１ 重要な会計方針

（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　 満期保有目的の債券については、償却原価法によっている（定額法）。

（2）　固定資産の減価償却の方法

　　　 固定資産の減価償却の方法は、定率法によっている。

（3）　退職給付引当金の計上基準

　　　 退職給付引当金については、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

（4）　賞与引当金の計上基準

　　　 賞与引当金については、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。

（5）　リース取引の処理方法

　　　 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。

（6）　消費税等の会計処理

　　　 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 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。

（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

7,370 7,370 0

　　第110回利付国債（５年） 50,000,000 50,000,000 0

49,992,630 7,370 50,000,000 0

50,000,000 50,000,000

50,000,000 50,000,000

　　第106回地方公共団体金融機構債券（10年） 0 100,000,000 100,000,000

200,000,000 100,007,370 100,007,370 200,000,000

特定資産

　　退職給付引当資産 307,340,735 41,111,025 4,504,181 343,947,579

　　高齢者いきがい・健康づくり基金 41,339,982 2,442,451 38,897,531

348,680,717 41,111,025 6,946,632 382,845,110

548,680,717 141,118,395 106,954,002 582,845,110

小　　　計

小　　　計

合　　　計

財務諸表に対する注記

科　　　目

　　普通預金

　　第110回利付国債（５年）

　　仙台市平成26年度第1回公募公債（５年）

　　仙台市平成27年度第1回公募公債（５年）



３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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

50,000,000 ( 50,000,000) (              0) -

50,000,000 ( 50,000,000) (              0) -

　　第106回地方公共団体金融機構債券（10年） 100,000,000 ( 100,000,000) (              0) ‐

200,000,000 (200,000,000) (              0) -

特定資産

　　退職給付引当資産 343,947,579 - (              0) (343,947,579)

　　高齢者いきがい・健康づくり基金 38,897,531 - ( 38,897,531) (              0)

382,845,110 - ( 38,897,531) (343,947,579)

582,845,110 (200,000,000) ( 38,897,531) (343,947,579)

４ 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

1,427,297 1,284,567 142,730

1,427,297 1,284,567 142,730

５ ファイナンス・リース取引関係

（1）　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は、次のとおりである。

（単位：円）

什器備品

14,839,400

14,839,400

0

（2）　未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

（単位：円）

１年以内 １年超 合　　　計

0 0 0

（3）　当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額は、次のとおりである。

（単位：円）

2,294,460

2,225,910

11,407

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

合　　　計

科　　　目

車両運搬具

合　　　計

取得価額相当額

（うち一般正味財
 産からの充当額）

（うち負債に
   対応する額）

　　仙台市平成26年度第1回公募公債（５年）

　　仙台市平成27年度第1回公募公債（５年）

小　　　計

小　　　計

科　　　目 当期末残高
（うち指定正味財
 産からの充当額）



（4）　減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

（5）　利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分

　　方法については、利息法によっている。

６ 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。

（単位：円）

帳簿価額 時　　　価 評価損益

仙台市平成26年度第1回公募公債（５年） 50,000,000 50,085,000 85,000

仙台市平成27年度第1回公募公債（５年） 50,000,000 50,120,000 120,000

第106回地方公共団体金融機構債券（10年） 100,000,000 100,000,000 0

仙台市平成25年度第1回公募公債（５年） 49,995,833 50,095,000 99,167

仙台市平成26年度第1回公募公債（５年） 50,000,000 50,085,000 85,000

仙台市平成26年度第1回公募公債（５年） 50,000,000 50,085,000 85,000

仙台市平成29年度第2回公募公債（５年） 50,000,000 50,000,000 0

399,995,833 400,470,000 474,167

７ 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）

交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

補助金

　　事業団運営費補助金 仙台市 0 60,973,922 60,973,922 0

　　事業団自主事業補助金 仙台市 0 100,638,147 100,638,147 0

　　いきがい健康づくり事業補助金 仙台市 0 31,957,829 31,957,829 0

0 193,569,898 193,569,898 0

８ 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）

金　　　額

経常収益への振替額

　　基本財産受取利息 408,370

408,370

９ 関連当事者との取引の内容 （単位：円）

取引金額（単位：円）

役員の兼務等

事業上の関係

10 重要な後発事象

なし

議決権の所有割合 理事８名の内３名 期末残高（未払金） 71,900,347

関係内容
理事３名（ＯＢ含む）、監事１名

施設の管理受託他

資産総額 ― 期末残高（未収金） 286,000

事業の内容又は職業 地方公共団体 科目 未払金（返納金）

法人等の名称 仙台市 993,867,194

住所 仙台市青葉区国分町 科目 未収金（受託料）

―

合　　　計

内　　　容

合　　　計

属性 支配法人 取引の内容 指定管理料等の受け入れ

種類及び銘柄

合　　　計

補助金等の名称
貸借対照表上
の記載区分

―

―



１．基本財産及び特定資産の明細

　　

　　「１．基本財産及び特定資産の明細」については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細

（単位：円）

目的使用 その他

37,177,000 38,721,000 37,177,000 38,721,000

307,340,735 41,111,025 4,504,181 343,947,579

賞与引当金

退職給付引当金

附属明細書

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

 



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金 手元保管 運転資金として 596,370

決済用普通預金 (株)七十七銀行 仙台市役所支店 運転資金として 152,797,700

未収金 仙台市 ふれあいデイホーム説明受付審査等業務受託料 56,000

仙台市 介護予防プログラム強化事業受託料 230,000

(公財)仙台市建設公社 市営住宅介護予防運動教室業務料 287,000

石巻市他29市町等 他都市受託事業収入 203,118

三井住友海上火災保険(株) せんだい豊齢学園保険料返金 26,985

(株)エスハート 運動教室傷害保険料返金 10,101

職員 給料手当返納金 89,429

154,296,703

（固定資産）

　基本財産 投資有価証券 (株)七十七銀行 仙台市役所支店 50％が公益目的保有財産であり、運 100,000,000

（仙台市平成26年度第1回公債5年他） 用益を公益目的・管理事業の財源と

して使用している。

　公益目的事業　50,000,000円

　管理事業　　　　50,000,000円

SMBC日興証券(株) 同上 100,000,000

（第106回地方公共団体金融機構債券（10年）） 　公益目的事業　50,000,000円

　管理事業　　　　50,000,000円

　特定資産

退職給付引当資産

　決済用普通預金 (株)七十七銀行 仙台市役所支店 退職給付引当金に対応する資産と 143,951,746

して管理している。

　投資有価証券 (株)七十七銀行 仙台市役所支店 同上 199,995,833

　（仙台市平成25年度第1回公債5年他）

高齢者いきがい・健康づくり基金

　決済用普通預金 (株)七十七銀行 仙台市役所支店 高齢者の生きがい・健康づくり事業を 38,897,531

展開する基金として管理している。

　その他 車両運搬具 トヨタカローラ1台 共有財産であり、使用割合により公益目 142,730

　固定資産 的・収益・管理事業の用に供している。

　公益目的事業（80％）　114,184円

　収益事業（10％）　　　　　14,273円

　管理事業（10％）　　　　　14,273円

保証金 タクシーチケットサービス(株) 共有財産であり、使用割合により公益 100,000

目的・管理事業の用に供している。

　公益目的事業（90％）　  90,000円

　管理事業（10％）　　　　　10,000円

電話加入権 022-722-8011等13回線 公益目的事業の用に供している。 993,720

584,081,560

　　資産合計 738,378,263

　固定資産合計

財産目録
平成30年３月31日現在

貸借対照表科目

　流動資産合計



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）

未払金 仙台市 補助金等の返納金 71,900,347

職員 公益目的・収益・管理事業に従事 4,570,418

する職員の３月分超過勤務手当等

職員 公益目的・収益事業に従事していた 843,656

職員の退職金

仙台東年金事務所 公益目的・収益・管理事業に従事 11,791,881

する職員の２・３月分社会保険料

(公財)仙台ひと・まち交流財団 公益目的・収益・管理事業に従事 65,000

する職員の３月分互助会費

仙台北税務署等 平 成 29  年 度 分 確 定 消 費 税 及 び 10,304,800

法人税

その他 公益目的・収益・管理事業に使用 29,882,709

する小口費用

預り金 職員 社会保険料 6,451,108

職員 源泉所得税 882,980

職員 住民税 2,008,000

講師等 講師謝礼等源泉徴収 171,064

賞与引当金 職員 職員に対する賞与（当期に帰属する 38,721,000

額）の支払いに備えたもの

177,592,963

（固定負債）

退職給付引当金 職員 職員に対する退職金の支払いに 343,947,579

備えたもの

343,947,579

521,540,542

216,837,721

　　負債合計

　　正味財産

　流動負債合計

　固定負債合計


