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別紙１

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等－償却原価法（定額法）
・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
・リース資産を除く固定資産－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。

(3)引当金の計上基準
・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。
・退職給付引当金－職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、当期末において
　　　　　　　　　発生していると認められる額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

３．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)
   当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(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)
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

  ア　千草福祉会本部拠点（社会福祉事業）
 「千草福祉会本部」
  イ　千草こどもの園拠点（社会福祉事業）
 「千草こどもの園」

４．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）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

2,000,000 0 0 2,000,000
18,437,028 0 1,705,290 16,731,738
20,437,028 0 1,705,290 18,731,738

５．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

計算書類に対する注記（法人全体用）

基本財産の種類
土地
建物

合計



６．担保に供している資産

該当なし

７．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）
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

82,162,549 65,430,811 16,731,738
4,063,428 2,683,778 1,379,650
1,660,800 657,400 1,003,400

14,524,620 11,361,167 3,163,453
合計 102,411,397 80,133,156 22,278,241

８．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

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

建物（基本財産）
構築物

器具及び備品
車輌運搬具







別紙２

１．重要な会計方針

該当なし

２．採用する退職給付制度

該当なし

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

   当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)千草福祉会本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　千草福祉会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．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

８．重要な後発事象

該当なし

９．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

計算書類に対する注記（千草福祉会本部拠点区分用）





別紙２

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等－償却原価法（定額法）
・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
・リース資産を除く固定資産－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。

(3)引当金の計上基準
・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。
・退職給付引当金－職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、当期末において
　　　　　　　　　発生していると認められる額を計上している。

２．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

   当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)千草こどもの園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

　千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

４．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）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

2,000,000 0 0 2,000,000
18,437,028 0 1,705,290 16,731,738
20,437,028 0 1,705,290 18,731,738

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（千草こどもの園拠点区分用）

基本財産の種類

建物
合計

土地



７．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

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）
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

82,162,549 65,430,811 16,731,738
4,063,428 2,683,778 1,379,650
1,660,800 657,400 1,003,400
14,524,620 11,361,167 3,163,453

合計 102,411,397 80,133,156 22,278,241

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

器具及び備品

建物（基本財産）
構築物
車輌運搬具



社 会 福 祉 法 人 千 草 福 祉 会

【　　附　　属　　明　　細　　書　　】

兵 庫 県 洲 本 市 千 草 己 ２ ５ 番 地

令　和 2 年　度



別紙３(②)

社会福祉法人  千草福祉会
（単位：円）

千草福祉会本部 千草こどもの園

法人の役職員 1 50,000 50,000

1 50,000 50,000

1 50,000 50,000

寄附金収益明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

寄附者の属性
区
分

件数 寄附金額
うち基本金

組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

合計

経
常

区分小計

区分小計

区分小計



別紙３(③)

社会福祉法人  千草福祉会

（単位：円）

千草福祉会本部 千草こどもの園

洲本市　一時預かり事業補助金 3,934,560 979,535 4,914,095 4,914,095

洲本市　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

兵庫県　民間社会福祉施設運営支援事業補助金 979,000 979,000 979,000

兵庫県　保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金 36,000 36,000 36,000

兵庫県　幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業補助金 151,000 151,000 151,000

兵庫県　加配保育士等の研修参加支援事業補助金 22,000 22,000 22,000

(公社)兵庫県保育協会　乳幼児子育て応援事業補助金　 1,190,000 1,190,000 1,190,000

(公社)兵庫県保育協会　わくわく保育所開設事業補助金　 28,000 28,000 28,000

(福)洲本市社会福祉協議会　世代間交流支援事業助成金 20,000 20,000 20,000

(福)兵庫県社会福祉協議会　福祉体験学習事業助成金 41,200 41,200 41,200

7,401,760 979,535 8,381,295 8,381,295

洲本市　保育対策総合支援事業補助金 500,000 500,000 500,000 500,000

500,000 500,000 500,000 500,000

7,901,760 979,535 8,881,295 500,000 8,881,295

補助金事業等収益明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

交付団体及び交付の目的
区
分

交付金額
補助金事業に係る
利用者からの収益

交付金額等合計
うち国庫補助金等特

別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

保
育
事
業

合計

区分小計

施
設

区分小計

区分小計



別紙 ３(④)

社会福祉法人  千草福祉会

１）事業区分間繰入金明細書
（単位：円）

繰入元 繰入先

２）拠点区分間繰入金明細書
（単位：円）

繰入元 繰入先

千草こどもの園 千草福祉会本部 前期末支払資金残高 261,021 本部運転資金

拠点区分名
繰入金の財源（注） 金額 使用目的等

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

事業区分名
繰入金の財源（注） 金額 使用目的等



別紙３(⑥)

（単位：円）

千草福祉会本部 千草こどもの園

29,544,500 29,544,500

第一号基本金 7,344,500 7,344,500

第二号基本金 20,000,000 20,000,000

第三号基本金 2,200,000 2,200,000

当期組入額

計

当期取崩額

計

当期組入額

計

当期取崩額

計

当期組入額

計

当期取崩額

計

29,544,500 29,544,500

第一号基本金 7,344,500 7,344,500

第二号基本金 20,000,000 20,000,000

第三号基本金 2,200,000 2,200,000

当期末残高

基本金明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人  千草福祉会

区分並びに組入れ及び
取崩しの事由

合計
各拠点区分ごとの内訳

前年度末残高

第
一
号
基
本
金

第
二
号
基
本
金

第
三
号
基
本
金



別紙３(⑦)

（単位：円）

国庫補助金
地方公共団体

補助金
その他の団体
からの補助金

千草福祉会本部 千草こどもの園

10,469,639 10,469,639

500,000 500,000 500,000

500,000 500,000 500,000

サービス活動費用の控除項目
として計上する取崩額

1,243,302 1,243,302

特別費用の控除項目として計
上する取崩額

1,243,302 1,243,302

9,726,337 9,726,337

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人  千草福祉会

区分並びに積立て
及び取崩しの事由

補助金の種類

合計

各拠点区分の内訳

当期末残高

前期繰越額

当
期
積
立
額

洲本市　保育対策総合支援事業補助金

当期積立額合計

当期取崩額合計

当
期
取
崩
額





別紙３(⑨)

（単位：円）

目的使用

（ ） （ ）

賞与引当金 6,207,500 6,207,500 5,764,600

計 13,846,455 6,207,500 13,403,555

7,638,955

引当金明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

千草こどもの園拠点区分

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高 摘要
その他

社会福祉法人  千草福祉会

5,764,600

5,764,600

退職給付引当金 7,638,955



別紙３(⑫)

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

人件費積立金 5,070,000 5,070,000

修繕費積立金 2,000,000 2,000,000

保育所施設・設備整備積立金 36,560,000 11,150,000 47,710,000

計 43,630,000 11,150,000 54,780,000

（単位：円）

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

人件費積立資産 5,070,000 5,070,000

修繕費積立資産 2,000,000 2,000,000

保育所施設・設備整備積立資産 36,560,000 11,150,000 47,710,000

退職給付引当資産 7,638,955 7,638,955 退職給付引当金対応分

計 51,268,955 11,150,000 62,418,955

積立金・積立資産明細書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

社会福祉法人  千草福祉会

千草こどもの園拠点区分

（単位：円）



別紙４

財　　産　　目　　録

令和  3  年　 3　月　31　日現在

(単位：円)

貸借対照表科目 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

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　現金預金

　　  当座預金 淡路信用金庫本町支店 － 運転資金として － － △ 5,777

　　  普通預金 淡路信用金庫本町支店他 － 運転資金として － － 25,935,457

　　  定期預金 淡路信用金庫本町支店他 － 運転資金として － － 17,563,430

小計 43,493,110

　　事業未収金 洲本市他 － 施設型給付費精算額他 － － 356,325

　　未収補助金 洲本市他 － 一時預かり事業補助金他 － － 5,143,560

　　前払費用 ＡＩＵ損害保険 － 火災保険料 － － 4,110

流動資産合計 48,997,105

　２　固定資産

　（１）　基本財産

　　土地
洲本市千草字坂川原己50番5、13
187.23㎡

－
第2種社会福祉事業である、幼保連携型
認定こども園に使用している。

－ － 2,000,000

　　建物 洲本市千草字森ケ鼻己25番地　646.1㎡ 1979年度
第2種社会福祉事業である、幼保連携型
認定こども園に使用している。

82,162,549 65,430,811 16,731,738

基本財産合計 18,731,738

　（２）　その他の固定資産

　　構築物 木製テラス他 －
第2種社会福祉事業である、幼保連携型
認定こども園事業に使用している。

4,063,428 2,683,778 1,379,650

　　車輌運搬具 ホンダN－VAN －
第2種社会福祉事業である、幼保連携型
認定こども園事業に使用している。

1,660,800 657,400 1,003,400

　　器具及び備品 エアコン他 －
第2種社会福祉事業である、幼保連携型
認定こども園事業に使用している。

14,524,620 11,361,167 3,163,453

　　ソフトウェア 会計ソフト他 －
第2種社会福祉事業である、幼保連携型
認定こども園事業に使用している。

1,134,000 995,400 138,600

　　退職給付引当資産 淡路信用金庫本町支店　定期預金 －
将来における退職金支給のために
積み立てている。

－ － 7,638,955

　　人件費積立資産 淡路信用金庫本町支店　定期預金 －
将来における人件費増加に充てるために
積み立てている。

－ － 5,070,000

　　修繕費積立資産 淡路信用金庫本町支店　定期預金 －
将来における修繕の目的のために
積み立てている。

－ － 2,000,000

　　保育所施設・設備整備積立資産 淡路信用金庫本町支店　定期預金他 －
将来における施設設備整備の目的のため
に積み立てている。

－ － 47,710,000

　　その他の固定資産 ホンダN－VAN － リサイクル預託金 － － 7,510

その他の固定資産合計 68,111,568

固定資産合計 86,843,306

資産合計 135,840,411

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　事業未払金 3月分社会保険料他 － － － 11,545,921

　　職員預り金 3月分社会保険料他 － － － 1,562,687

　　賞与引当金 翌期支給見込額のうち当期帰属額 － － － 5,764,600

流動負債合計 18,873,208

　　退職給付引当金 当期末退職金要支給額 － － － 7,638,955

固定負債合計 7,638,955

負債合計 26,512,163

差引純資産 109,328,248



　

　

　

　

社会福祉法人　千草福祉会　

令和 ２ 年度

令和 2 年 4 月  1 日

令和 3 年 3 月 31 日

諸　勘　定　明　細　書

兵庫県洲本市千草己２５番地



会計単位 金額(円）

本町 支店 普通 預金 千草福祉会本部サービス区分 635,023 NO. 0792421

本町 支店 定期 預金 千草福祉会本部サービス区分 2,019,430 NO. 2152768

洲本上物部 郵便局 定額 貯金 千草福祉会本部サービス区分 3,544,000 NO. 54310-3817394

6,198,453

6,198,453

6,198,453

銀行預金等明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草福祉会本部拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日　現在

取引金融機関 種類 摘要（口座番号・勘定科目）

流動資産合計（千草福祉会本部サービス区分）

淡路信用金庫

淡路信用金庫

ゆうちょ銀行

流動資産合計千草福祉会本部拠点区分

拠点区分総合計



会計単位 金額(円）

本町 支店 当座 預金 千草こどもの園サービス区分 △ 5,777 NO. 0902265　未落3件140,585円

本町 支店 普通 預金 千草こどもの園サービス区分 23,184,606 NO. 0730633

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 8,000,000 NO. 1947722

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 3,000,000 NO. 1966950

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 1,000,000 NO. 2152784

洲本上物部 郵便局 通常 貯金 千草こどもの園サービス区分 2,115,828 NO. 14390-50995861

37,294,657

37,294,657

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 3,500,000 NO. 1899230 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 1,500,000 NO. 1916565 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 2,250,000 NO. 1917024 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 600,000 NO. 1944855 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 5,000,000 NO. 1966942 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 3,040,000 NO. 2012382 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 2,750,000 NO. 2033669 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 1,340,000 NO. 2037930 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 550,000 NO. 2058542 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 2,750,000 NO. 2080852 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 3,600,000 NO. 2096982 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 4,500,000 NO. 2097190 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 4,250,000 NO. 2113819 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 930,000 NO.  2143923 施設・設備整備積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 1,500,000 NO. 1892589 修繕積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 500,000 NO. 1944847 修繕積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 640,000 NO. 1944839 人件費積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 1,400,000 NO. 2058534 人件費積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 7,638,955 NO. 2114001 退職給付積立資産

本町 支店 定期 預金 千草こどもの園サービス区分 3,030,000 NO. 2152776 人件費積立資産

本町 支店 普通 預金 千草こどもの園サービス区分 11,150,000 NO. 0730633 施設・設備整備積立資産

62,418,955

62,418,955

99,713,612

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

ゆうちょ銀行

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

流動資産合計（千草こどもの園サービス区分）

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

固定資産合計（千草こどもの園サービス区分）

千草こどもの園拠点区分 固定資産合計

拠点区分総合計

淡路信用金庫

銀行預金等明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日　現在

取引金融機関 種類 摘要（口座番号・勘定科目）

千草こどもの園拠点区分 流動資産合計

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫

淡路信用金庫



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

洲本市 72,100 施設型給付費精算額

神戸市 2,600 施設型給付費精算額

職員 138,690 3月分給食費

利用者 44,450 1号認定分預り保育利用料

利用者 91,585 一時預かり利用料・給食費

利用者 6,900 延長保育利利用料

拠点合計 356,325

事業未収金明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

千草こどもの園 261,021 本部運転資金

内部取引消去 △ 261,021 拠点区分間

拠点合計 0

未収金明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草福祉会本部拠点区分

千草福祉会本部サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

洲本市 3,934,560 一時預かり事業補助金

洲本市 1,000,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

兵庫県 36,000 資格取得支援事業

兵庫県 151,000 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業

兵庫県 22,000 加配保育士等研修に係る代替要員費助成事業

拠点合計 5,143,560

未収補助金明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

ＡＩＵ損害保険 4,110 火災保険料

拠点合計 4,110

前払費用明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

(公財)自動車リサイクル促進センター 7,510 ホンダN-VAN　リサイクル預託金

拠点合計 7,510

その他の固定資産明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

職員 7,724,709 3月分給与

日本年金機構 2,154,537 3月分社会保険料事業主負担分

ダスキン二本松店 337,975 園内ワックスがけ・窓清掃等業務委託料・消耗品

税理士法人ゆびすい 198,000 業務委託料

桑島食料品店 121,800 給食材料

六甲商会 103,381 2、3月分消耗品

関西電力 98,055 電気料金

森永牛乳洲本販売所 113,566 給食材料

鮎原物産㈱ 92,790 給食材料

入潮 63,514 給食材料

淡路広域水道事務組合 54,340 水道料

谷本商店 69,383 給食材料

あわじ島農業協同組合 45,840 給食材料

キタフジ 71,576 給食材料

伊丹産業 41,130 ガス料

エール(株) 19,376 保育材料

(有)鈴木海石 1,400 給食材料

住吉屋 48,646 給食材料

クリーンサービス 16,500 業務委託料

有研(株) 11,770 職員検便料

ＮＴＴ 8,472 電話料

かわばたみそ(有) 3,861 給食材料

職員 73,200 研修費

利用者 72,100 保育料変更による差額返還分

拠点合計 11,545,921

事業未払金明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

千草福祉会本部 261,021 本部運転資金

内部取引消去 △ 261,021 拠点区分間

拠点合計 0

その他の未払金明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 3 年 3 月 31 日　現在

相　手　先　名 金  額　（円） 摘  要

職員 1,221,228 社会保険料

職員 341,459 所得税

拠点合計 1,562,687

職員預り金明細書

社会福祉法人　千草福祉会　

千草こどもの園拠点区分

千草こどもの園サービス区分



令和 2 年度

【 固定資産管理台帳 】

社会福祉法人　千草福祉会

兵庫県洲本市千草己２５番地






