
1　継続事業の前提に関する注記

   　継続事業の前提に重大な疑義を抱かせる事象または状況はない。　

2　重要な会計方針
（1） 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。
（2） 引当金の計上基準

① 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。

② 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。

なお、退職給付債務は期末自己都合退職要支給額に基づいて計算している。
（3） 消費税等の会計処理

消費税などの会計処理は税込方式によっている。

3　会計方針の変更

 該当なし。

4　基本財産および特定資産の増減額およびその残高

     基本財産および特定資産の増減額およびその残高は次のとおりである。

(単位：円)

区分 資産の種類

基本財産
定期預金

小　　計

特定資産
減価償却引当資産

退職給付引当資産

教育関係諸設備積立資産

賞与引当資産

小　　計

合　　計

5　基本財産および特定資産の財源等の内訳

     基本財産およ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
定期預金

小　　計

特定資産
減価償却引当資産

退職給付引当資産

教育関係諸設備積立資産

小　　計

合　　計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

財務諸表に対する注記

58,215,771 10,888,177 14,744,700 54,359,248

10,421,248 1,300,000 3,848,060 7,873,188

10,000,000 0 0 10,000,000

10,000,000 0 0 10,000,000

94,190,019 13,052,177 31,609,760 75,632,436

104,190,019 13,052,177 31,609,760 85,632,436

13,400,000 864,000 864,000 13,400,000

12,153,000 0 12,153,000 0

科目 当期末残高
（うち指定正味財産から

の充当額）
（うち一般正味財産から

の充当額）
（うち負債に対応す

る額）

54,359,248 （0） (54,359,248 ) -

7,873,188 （0） (0 ) (7,873,188 )

10,000,000 （0） (10,000,000 ) -

10,000,000 （0） (10,000,000 ) -

75,632,436 （0） (67,759,248 ) (7,873,188 )

85,632,436 （0） (77,759,248 ) (7,873,188 )

13,400,000 （0） (13,400,000 ) -



6　担保に供している資産

7　固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

　　 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

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

(単位：円)

9　保証債務等の偶発債務

　　該当なし。

10　関連当事者との取引の内容

　　 該当なし。

11　重要な後発事象

     該当なし。

12　退職給付関係

(1）採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度を採用しており、その必要資金の一部として中小企業退職金共済制度および

特定退職金共済制度を併せて採用している。

(2）退職給付債務およびその内訳

(単位：円)

　退職給付債務

　外部積立額

　退職給付引当金

　退職給付引当不足額

什  器  備  品 39,675,339 26,015,691 13,659,648

ソフト ウ エア 37,969,540 22,972,061 14,997,479

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物附属設備品 12,387,891 5,371,496 7,016,395

21,063,000

13,144,391

7,873,188

45,421

　　 該当なし。

未　収　金 26,795,501 0 26,795,501

合　　計 26,795,501 0 26,795,501

合　　計 90,032,770 54,359,248 35,673,522

科目 債権金額
貸倒引当金の
当期末残高

債権の当期末残高



1　基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分 資産の種類

基本財産

定期預金

小　　計

特定資産

減価償却引当資産

退職給付引当資産

教育関係諸設備積立資産

賞与引当資産

小　　計

合　　計

2　引当金の明細

(単位：円)

目的使用 その他※

11,469,723 683,277

3,848,060 0

※「賞与引当金」「当期減少額」「その他」金額は冬季賞与支給時に取崩したものである。

10,000,000 0 0 10,000,000

10,000,000 0 0 10,000,000

附　属　明　細　書

期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

58,215,771 10,888,177 14,744,700 54,359,248

10,421,248 1,300,000 3,848,060 7,873,188

13,400,000 864,000 864,000 13,400,000

12,153,000 0 12,153,000 0

94,190,019 13,052,177 31,609,760 75,632,436

104,190,019 13,052,177 31,609,760 85,632,436

期末残高

7,873,188

賞与引当金 12,153,000 13,132,000 13,132,000

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

退職給付引当金 10,421,248 1,300,000


	①鏡文(1頁)0511
	②法人の概況(2-3頁)0511
	2-3頁

	③-1事業実績(4-10頁)0511
	③-2講習会実績(11頁)0511
	教習事業

	③-3事業実績(12-16頁)0511
	⑤勘定科目内訳明細(17頁)0511
	〇30貸借　P17

	⑤勘定科目内訳明細(18-19頁)0511
	〇30正味 P18-19

	⑤勘定科目内訳明細(20-21頁)0511
	〇30正味内訳 P20-21

	⑤勘定科目内訳明細(22-23頁)0511
	〇30注記 P22-23

	⑤勘定科目内訳明細(24頁)0511
	〇30付属明細書 P24

	⑤勘定科目内訳明細(25頁)0511
	〇30財産目録 P25

	⑤勘定科目内訳明細(26-27頁)0511
	〇30収支 P26-27

	⑤勘定科目内訳明細(28頁)0511
	〇30収支注記 P28

	⑥監査報告書(29頁)0511
	⑦議案2 役員選任(30頁)0511
	役員選任

	⑧議案3 常勤役員の報酬(31頁)0511
	2019総会

	⑨-1 事業計画(32-35頁)0511
	⑨-2 セミナー･受託事業(36-37頁)0511
	Sheet1

	⑨-3 安全衛生教育事業(38頁)0511
	2019年度事業計画

	⑨-4 収支予算書(39-40頁)
	○31予算(正味)  P39-40

	⑨-4 収支予算書(41-42頁)
	★31予算正味内訳 P41-42

	⑨-4 収支予算書(43-44頁)
	○31予算(収支)  P43-44

	⑩メモ(45-46頁)

