
福島市福祉監査課

実施日 社会福祉法人名 項目 指摘事項 指摘内容 根拠 改善状況・摘要

令和3年8月4日 おやま福祉会 ー ー 文書指摘事項なし ー ー

会-２‐⑤
計算書類と附属明細書等
の不一致

令和２年度の決算において下記のとおり計算書類と附属明細書等が一致していないため、改めること。
資金収支計算書と借入金明細書の不一致 令和２年度資金収支計算書（第１号第１様式）に支払利息支出額があるが借入金明細
書各借入金に対応した支払利息支出額の記載がないため改めること。また、登記簿謄本の資産の総額と貸借対照表の純資産の
合計が不一致のため改めること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐２ 改善済

会-２‐⑤
計算書類と附属明細書等
の不一致

令和２年度の決算において下記のとおり計算書類と附属明細書等が一致していないため、改めること。
貸借対照表と財産目録の金額の不一致
・貸借対照表と財産目録において「流動負債」、「負債」、「差引純資産」（純資産の部合計）の額がいずれもそれぞれ一致していな
いため改めること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐３

改善済

会-２‐⑤
計算書類と附属明細書等
の不一致

令和２年度の決算において下記のとおり計算書類と附属明細書等が一致していないため、改めること。
貸借対照表と借入金明細書が次の点で不一致、不整合
 ・「１年以内返済予定設備資金借入金」が不一致。
 ・「１年以内返済予定長期運営資金借入金」が不一致。
 ・「設備資金借入金」及び「長期運営資金借入金」の期末残高が不整合。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐２ 改善済

会-２‐⑤
計算書類に対する注記と
借入金明細書の不一致

注記の「８．担保に供している資産」の土地の簿価について借入金明細書に記載漏れがあるため、改めること。また、担保に供して
いる債務の種類は、借入金の名称・種類と期末の債務残高を記載すること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐１

改善済

会-２‐⑤ 財産目録 財産目録が会計基準の様式に従って作成されていないため、改めること。
「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐３

改善済

会-２‐⑤ 計算書類に対する注記
計算書類に対する注記の５（６）に、各拠点区分におけるサービス区分の内容を記載すること。また、「作成している計算書類」の
うち収益事業などの実施していない事業がある場合は、当該事業の計算書類は作成していない旨を記載すること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐１

改善済

運-３-②
借入金に係る理事会の決
議

福祉医療機構からコロナ感染症対策として運転資金の借入をしているが、理事会では事後決議となっている。多額の借財につい
ては理事会の決議事項であるため、事前に執行決定機関である理事会の決議を得てから執行すること。 また、理事会で事後決
議されているのがいくつか確認されたが、多額の借入等に限らず、その他重要な業務執行の決定についても事前に理事会の決
議を得ること。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐６‐
（３）‐1、Ⅰ‐６‐(１)‐２、３)（「法
人事務決裁規程」第２条

改善済

運-７-① 報酬規程
報酬規程第３条（２）にある賞与に関する規定については、役員等について支給している実態がないため、削除するよう前回監査
において口頭指摘していたが、削除されていないことを確認した。現在も支給している実態がないとのことであるため、削除す
ること。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐８‐
(２)‐１

改善済

運-７-① 報酬規程
役員等の報酬の支給は「旅費交通費」で支出処理していたため、「役員報酬」として支出するよう前回監査において口頭指摘して
いたが、「旅費交通費」で処理していることを確認した。今年度の決算より改めること。

「社会福祉法人会計基準の運
用上の留意事項について」２５
（１）別表３

改善済

会-2-⑤ 資金収支計算書

前回監査において法人全体と拠点区分別の資金収支の予算欄の前期末支払残高欄が未記入であったため、改めるよう指摘して
いたが、未記入のままであった。法人は毎年度すべての収入及び支出について予算編成し、資金収支計算書を作成したうえでそ
の予算に基づいて事業活動を行うものとされているため、資金収支計算書にはすべての予算を計上すること。また、会計システ
ム上の問題かどうかを調査のうえ、会計基準に基づいた計算書類の作成処理ができるよう対応を検討すること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（３）‐３、「社会福祉法人会計
基準の運用上の留意事項」２
の(１)、(２)

改善済

会-2-⑤ 附属明細書
借入金明細書（別紙３①）について、長期運営資金借入計の差引期末残高の１年以内償還予定の金額欄が計算書類と不一致であ
ることを確認した。確認のうえ改めること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
(５)‐２

改善済

会-2-⑤ 附属明細書
前回文書指摘していたみず和の郷拠点区分の基本財産及びその他の固定資産の明細書について、その他の固定資産の投資有価
証券が計上されていなかった。「適切に帳簿作成する」旨の報告があったが、改善されていないことが確認された。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
(５)‐３、「社会福祉法人会計
基準」第３０条、「社会福祉法
人会計基準の制定に伴う会計
処理等に関する運用上の取扱
い」２５、別紙３(①)から別紙３
（⑲）まで

改善済

                                     令和３年度社会福祉法人監査文書指摘事項

令和3年8月18日 大生福祉会

令和3年10月13日 あいあい福祉会
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福島市福祉監査課

実施日 社会福祉法人名 項目 指摘事項 指摘内容 根拠 改善状況・摘要

                                     令和３年度社会福祉法人監査文書指摘事項

運-５-④ 評議員の職責・義務

前年度から当該年度までの間において、直近２回の評議員会を欠席した者が１名いることが確認された。実際に評議員会に出席
できない者が評議員として在任し、その職責が果たされていない実態があることから、欠席理由として予想がつく場合は、それ
らを考慮して日程調整すること。今後も出席困難な状況が続くと判断する場合は、新たな評議員の選任を行うなどの適正な組織
運営を行うこと。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐３‐
（１）‐２

改善済

運-７-③ 理事会決議の省略の手続

理事会の決議を省略した場合でも、議事録を作成する必要がある。今後は次の事項を記載した議事録を作成すること。
・理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
・上記の事項を提案した理事の氏名
・理事会の決議があったものとみなされた日（全ての理事の同意の意思表示が法人に到達した日）
・議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐６‐
（２）‐１

改善済

運-6-③ 事業用地の利用権設定
保育園敷地として賃借している土地の利用権(地上権又は借地権)が未設定であることを確認した。社会福祉施設の事業用地に
ついては原則、所有権を有していることが望ましいが、継続的な運営を進めるために、早期に利用権の設定を行うべく、引き続
き地主との交渉を行うこと。なお、交渉の経過を記録しておくこと。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐２‐
（４）‐１
「審査基準」第２の１の（１）

改善中

令和3年11月4日 泉福祉会 会-２-③
積立金積み立てと当期末
繰越活動増減差額

拠点区分事業活動計算書の「当期末繰越活動増減差額」がマイナス（△）の額、「その他の積立金取崩額」が０円となっているが、
令和２年度に「その他の積立金積立額」を計上している。その他の積立金は、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備える
ため、法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するもの
であり、拠点区分で作成する事業活動計算書（第２号第４様式）の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した
額に余剰が生じた場合に、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができる。拠点区分単位で余剰金
がない場合は、当該拠点区分での積立金積立は不適切な会計処理であるため、積立金を取り崩し会計基準に則した適正な会計
処理を行うよう改善すること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（３）、「社会福祉法人会計基
準」第６条第３項、「運用上の
取扱い」１９）

改善中

会-２-⑤
附属明細書と計算書類の
不一致

借入金明細書に記載の支払利息の当期支出額は計算書類と一致しないため改めること。
「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐２

改善済

会-２-⑥ 貸借対照表の勘定科目

法人単位貸借対照表（第３号第１様式）、拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）の勘定科目が会計基準に則していないため次の
ように改めること。
第１様式：大区分と中区分を記載すること。なお、必要のない（該当のない）中区分については省略可である。
第４様式：小区分は記載不要である。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（３）‐３貸借対照表

改善済

令和3年12月8日 多宝会 ー ー 文書指摘事項なし ー ー

運-3-③ 議事録署名

法人定款で定めている理事会の議事録署名人は、出席した理事長及び監事であるが、出席した監事を議事録署名人に指名して
おらず、議事録署名も行っていないことが複数件確認された。また、令和２年８月の理事会は監事全員欠席であり、理事長と業務
執行理事を議事録署名人として指名し議事録署名を行っているが、法人定款に依ればこの場合業務執行理事は議事録署名人と
はならない。理事会の議事録署名人の指名及び議事録署名を適切に行うこと。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐６‐
（２）‐１

改善済

運-4-②
監事選任案の提出に対す
る監事の同意

理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには、当該議案について在任する監事の過半数（＝２名）の同意は
得なければならないが、この同意が確認できなかった。監事の過半数の者の同意書提出又は理事会議事録への署名押印により
同意を得ること。なお、前回監査の文書指摘事項であり、令和３年６月の監事改選にあたって改善されていないことが確認され
たため改めること。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐５‐
(２)‐１

改善済

会-2-① 経理規程 経理規程第４６条に規定する積立資産は具体的な積立資産名を記載すること。 改善済

会-2-① 経理規程 経理規程に「負債評価の一般原則」の規定がなく記載に不備があるため改めること。 改善済

会-2-① 経理規程
各拠点区分にサービス区分は設けていないが、経理規程第５条において設けることを規定しているため、実態に合った内容に改
めること。

改善済

会-2-① 経理規程
随意契約を行う場合に、金額に応じて複数の業者から見積書を徴収しているが、経理規程では定めていないため、実態に合わせ
た内容に改めること。

改善済

会-2-① 経理規程 経理規程全般にモデル経理規程を参考に文言の整理、修正を行うこと。 改善済

会-５-② 収支予算の承認手続き

法人定款第３１条では収支予算については当初予算、補正予算ともに評議員会の承認を要することを定めているが、理事会の決
算決議後に評議員で当該年度の補正予算を承認している。補正予算承認の前に決算手続きを行っており不適切であるため改め
ること。なお、法人定款第３１条で定める予算成立要件としている評議員会の承認は、租税特別措置法第４０条を適用する法人の
場合に必要な手続きであることから、適用法人とするか否かを判断したうえで、定款の変更を含めて適切な対応を行うこと。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（３）資金収支計算書、「社会福
祉法人会計基準運用上の留意
事項」２の（２）

改善中

令和3年10月27日 さくら福祉会

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（２）‐１、「社会福祉法人会計基
準運用上の留意事項」１の（４）

令和3年11月17日 常照福祉会

令和3年12月22日 桜桃会
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                                     令和３年度社会福祉法人監査文書指摘事項

令和4年1月19日 福島福祉会 ー ー 文書指摘事項なし ー ー

令和4年3月8日 ライフ・タイム・福島 ー ー 文書指摘事項なし ー ー

令和4年3月18日 北中央福祉会 会-2-③ 積立金積立
社会福祉法人会計基準上「当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲
内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。」とされているが、例年余剰額を上回る額を積み
立てているのは不適切であるため、改めること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ-３-
(３)-３

改善中

運-１-③ 定款変更 定款第２８条の基本財産の建物（１）及び（２）の所在地番が登記簿と異なっているため、市に定款変更の届出を行うこと。
「指導監査ガイドライン」Ⅰ-1-
1、Ⅲ-2-（１）-1

改善済

運-６-③ 駐車場用地の賃貸借契約

一部の駐車場用地については、土地の共有者である施設職員１名と法人間で平成３０年に賃貸借契約を結んでいるが、契約に係
る法人の意思決定を確認できる書面等(理事会決議議事録、契約締結発議等)が無いことが確認された。
また、当該土地は２名の共有であり２名とも法人の施設職員である。契約期間は「駐車場としての用途が終了するまで」という旨
の契約であり、１名だけとの契約となっている。(土地は１筆である)
これらのことは法人の契約行為として適切でないため、法令及び法人の各種規程に基づき適正な手続き、法人の意思決定のも
と、契約すること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ-２-
(４)-1

改善済

会-2-① 経理規程 経理規程第２条（１０）「会計監査に関する事項」を第１１章と同じく「内部監査及び任意監査に関する事項」に改めること。 改善済

会-2-① 経理規程 経理規程第４条第３項の附属明細書は法人全体で作成する分と拠点区分で作成する分を分けて記載すること。 改善済

会-2-① 経理規程 経理規程第４条第３項に「サービス区分間繰入金明細書」の記載がないため加えること。 改善済

会-2-① 経理規程
経理規程第６条において、実施している事業は社会福祉事業のみであり公益事業と収益事業は実施していないため、実施してい
ない事業の記載は削除すること。

改善済

会-2-① 経理規程
経理規程第１２条第２項の作成する会計帳簿を「拠点区分又はサービス区分ごと」とする定めは曖昧である。どちらの区分ごとに
作成するのか実態に合せて明確に定めること。

改善済

会-2-① 経理規程
経理規程第２８条の小口現金の限度額規定で「拠点区分又はサービス区分ごと」の定めは曖昧である。どちらの区分ごとに限度
額を定めるのか実態に合せて明確に定めること。

改善済

会-2-① 経理規程
経理規程第３２条の月次報告に係る月次試算表の作成ついては、「拠点区分又はサービス区分ごと」とする定めは曖昧である。ど
ちらの区分ごとに作成するのか実態に合せて明確に定めること。

改善済

会-2-① 経理規程
経理規程第７４条第１項（１）の理由による随意契約においては、３社以上の業者からの見積もりを徴する又は金額によっては２社
以上の業者から見積もりを徴するなどして適正な価格を判断することが適切であるため、追加して規定すること。

改善済

会-２-⑤ 計算書類に対する注記

注記（別紙１）を次のように改めること。
・「２（３）引当金の計上基準」に賞与引当金に係る記載がないため追記すること。
・５の「作成する計算書類」において、「第二号第四様式」を「第二号第一様式」に訂正し、事業区分別内訳表の「第一号の二様式」及
び「第二号の二様式」のうち「の」を削除し、「第三号の三様式」を「第三号二様式」に訂正すること。
・「９　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」に記載の金額が計算書類の金額と異なるため改めること。

改善済

会-２-⑤ 計算書類に対する注記

注記（別紙２）を次のように改めること。
・「１（３）引当金の計上基準」に賞与引当金に係る記載がないため追記すること。
・「８　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」に記載の金額が計算書類の金額と異なるため改めること。
・「７　担保に供している資産」は「該当なし」と記載すること。

改善済

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（１）、Ⅲ‐３‐（２）‐１、Ⅲ‐４‐（４）
‐４、「社会福祉法人における
入札契約等の取扱いについ
て」（平成２９年３月２９日　厚
労省課長通知）

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（５）‐１、３‐（１）

令和4年4月7日 ゆかり福祉会
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福島市福祉監査課

実施日 社会福祉法人名 項目 指摘事項 指摘内容 根拠 改善状況・摘要

                                     令和３年度社会福祉法人監査文書指摘事項

運-４-②
監事の選任に係る監事の
同意

令和３年５月２５日の理事会では役員改選に伴う候補者の案が審議され決議されたが、監事１名が欠席で議事録署名は行ってい
ないため現監事の過半数から異議のない旨の同意を得たとは言えず、欠席監事の同意書も徴取していないことが確認された。
監事ごとに作成した同意書や監事の連名による同意書の他、監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録への議事録署
名により、監事の過半数の同意を得ておくこと。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐５‐
（２）‐１

改善済

運-３-②
借入金借入に係る理事会
決議

令和２年度で借り入れた短期運営資金借入金の借入については、理事会での決議がないまま借り入れていることが確認された。
当該借入金は設備資金借入ではないため理事長専決事項には該当せず、借入に当たっては理事会での承認決議が必要であるた
め、改めること。
また、理事会決議の際には特別な利害関係を有する者は決議に加わることができないことに十分留意すること。

「指導監査ガイドライン」Ⅰ‐６‐
（３）‐１、Ⅰ‐６‐（１）‐２

改善済

会-３-②
資金等の管理体制及び内
部牽制

現金、預貯金通帳、公印、金融機関印等を保管する金庫の鍵の管理を事務員一人で全て行っていることが確認された。
内金庫を設けるなど管理方法を改めるとともに、預貯金通帳と金融機関印の管理はそれぞれ別々の職員が行い、内部牽制に配
慮した体制を整えること。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（２）‐２、「法人経理規程」第３
９条

改善済

会-2-① 経理規程

経理規程を下記のとおり改めること。
・第６条第４項を　ア本部　イ保育園　に改める。
・第５９条（９）の「事業区分間、拠点区分間及び」を削除する。
・第６０条の「事業区分間、拠点区分間」を削除する。
・第６２条第２項、第３項、第６３条および第６４条と内容が重複しているため修正する。
・第７３条随意契約第４項として見積書の徴収に係る定めを追加する。

「指導監査ガイドライン」Ⅲ‐３‐
（２）‐１、「運用上の留意事項」
１の（４）

改善済

会-2-④ 契約事務
契約における事務処理について、法人の意思決定過程を発議書により決裁を得ていることを確認したが、随意契約とした場合の
合理的理由が記載されておらず、見積の徴収基準があいまいであった。経理規程に随意契約条項を追加し、発議書等に随意契約
による業者決定の理由を明記したうえで契約締結すること。

「社会福祉法人における入札
契約等の取扱いについて」（平
成２９年３月２９日　厚生労働
省課長通知

改善済

令和4年4月15日 篤仁会 ー ー 文書指摘事項なし ー ー

令和4年4月18日 福島愛育園 ー ー 文書指摘事項なし ー ー

令和4年4月13日 誠信会
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