
1 
 

平成２９年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 
法人名・施設名 社会福祉法人トマトの会 
監査の種類 社会福祉法人指導監査 
監査実施日 平成２９年１２月２２日 

実地・書面の別 実地 
監査担当課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 
文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 評議員の選任に当たり、その候補者が 

欠格事由に該当しないか、各評議員又は

各役員と特殊の関係にないか等を確認

する必要があるにもかかわらず、その確

認がなされていなかったため、理事長の

三親等以内の親族が評議員に就任して

いた。（同評議員は、平成 29 年４月１日

に選任されたが、平成 29 年７月 31 日に

辞任した。） 

ついては、評議員の選任においては履

歴書及び確認書等を徴し、各評議員又は

各役員と特殊の関係にないか等の確認

を行うこと。 

（法第 40条第１項及び第 44 条第１項、

審査基準第３の１（５）） 

 欠格事由についての確認書等を作成

し、新たに評議員を選任する際は評議員

の候補者へ履歴書及び確認書等の提出

を受け確認する。 

２ 評議員について、平成 28 年度の評議

員会へ欠席が続く者が複数見られた。ま

た、当該評議員のうち１名は平成 29 年

４月１日からも評議員に就任し、平成

29年６月 26日開催の定時評議員会に出

席していたが、他の評議員で同評議員会

を欠席している者がいた。 

ついては、事務局は出席が可能なよう

に日程調整を行うとともに、調整を経て

もなお欠席が続く場合は、評議員の改選

について検討すること。 

なお、本件については、前回も同様の

指摘をしており、必ず改善すること。 

（審査基準第３の１（３）） 

出席が可能なように日程調整を行う。 

日程調整を行ってもなお、欠席が続く

評議員は改選も検討する。 

３ 役員及び評議員に対する報酬及び費

用弁償規程については、新評議員による

定時評議員会の決議によらなければな

らないところ、平成 29年３月 27日開催

の理事会及び旧評議員会で決議してい

た。 

ついては、定款第 10 条の規定により

評議員会の承認を得ること。 

また、役員報酬について、定款第 21

今年度の定時評議員会で承認を得る。 
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条により理事及び監事に対して、評議員

会で別に定める総額の範囲内で報酬と

して支給できると規定しているが、評議

員会で定めていなかった。 

ついては、総額を定めて、評議員会の

承認を得ること。 

（法第 45条の 35 第２項、定款第 10 条、

第 21 条） 

４ 定款、役員等名簿及び役員等の報酬等

支給基準がインターネットを利用して

公表されていなかった。 

ついては、貴法人のホームページ等に

より公表すること。 

（法第 59条、規則第 10条第１項） 

役員及び評議員に対する報酬及び費

用弁償規程の承認後、公表する。 

５ 社会福祉法人会計は、その公益性に鑑

み予算準拠主義が求められるところ、決

算額が予算額を超過している科目があ

った。 

ついては、予算変更の必要がある場合

には、必要額を精査した上で補正予算を

調製し、理事会の承認を受けること。 

（留意事項２(1)、(2)、経理規程第 20

条） 

今後は補正予算を調製し、理事会の承

認を得るようにする。 

６ 勘定科目について、次のような状況が

見受けられた。 

①資金収支計算書の大区分にその他

の事業収入という勘定科目表にな

い勘定科目を使用していた。 

②事業活動計算書のサービス活動増

減の部の大区分にその他の事業収

益という勘定科目表にない勘定科

目を使用していた。 

ついては、大区分については、追加・

修正は不可となっているため、適切な勘

定科目を使用すること。 

（会計省令第 24条別表第二、留意事項

25（１）） 

「別表１勘定科目の説明」大区分に

「その他の事業収入」を載せているが、

大区分に「○○事業収入（事業の内容を

付した科目で記載する）」、「○○事業収

益（事業の内容を付した科目で記載す

る）」とあるので、「その他の事業収入（収

益）」を対象の事業名に大区分の勘定科

目名を変更する。（「生活困窮者自立支援

就労訓練事業収入」等） 

７ 理事長からの借入金について短期運

営資金借入金という通常の勘定科目を

利用していた。 

ついては、役員等からの借入金につい

ては、役員等短期（長期）借入金の勘定

科目を使用すること。 

（定款第24条第１項、経理規程第68条、

留意事項 勘定科目説明（別添３）） 

短期運営資金借入金については、償還

が今期で完了しないため、平成 30 年３

月に残額については役員等長期借入金

に振替を行う。 

８ 計算書類の附属明細書について、次の

ような状況が見受けられた。 

①借入金明細書の１年以内償還予定

確認の結果、 

①１年以内償還予定額は貸借対照表

とも借入金明細書とも異なる金額
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額が貸借対照表借入金の合計と異

なっていた。 

②国庫補助金等特別積立金明細書の

各拠点区分の内訳を記載していな

かった。 

③基本財産及びその他の固定資産（有

形・無形固定資産）の明細書の土地

の期首帳簿価額が貸借対照表（第三

号第四様式）の前年度末と一致して

いないものがあった。 

ついては、附属明細書の作成につい

て、計算書類との整合性を図ること。 

（運用上の取扱い 25（１）、（２）イ） 

であったので、貸借対照表を修正し

た。 

②今後は国庫補助金等特別積立金明

細書の各拠点区分の内訳を記載す

る。 

③基本財産は固定資産明細書が正し

いので貸借対照表を修正した。 

今後は附属明細書と計算書類との整

合性を図る。 

９ 拠点区分間の繰入について、次のよう

な状況が見受けられた。 

①ヘルパーステーショントマト拠点

から法人本部拠点及びヘルパース

テーションゆりはま拠点から法人

本部拠点において、当期資金収支差

額合計がマイナスになるまで繰入

されていた。 

②社会就労センターげんき工房拠点

から法人本部拠点において、事業活

動資金収支差額がマイナスで、か

つ、当期資金収支差額合計がマイナ

スになるまで繰入されていた。 

③ヘルパーステーショントマトよな

ご拠点から相談支援センタートマ

ト拠点において、当期末支払資金残

高がマイナスになるまで繰入され

ていた。 

自立支援給付費を主たる財源とする

資金の繰入については、当該指定障害者

支援施設等の事業活動資金収支差額に

資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差

額合計に資金不足が生じない範囲内に

おいて、他の社会福祉事業又は公益事業

へ資金を繰り入れることができるもの

であるので留意すること。 

また、当該法人が行う当該指定障害者

支援施設等以外の指定障害者支援施設

等の資金繰入については、当期末支払資

金残高に資金不足が生じない範囲内に

おいて、資金を繰り入れることができる

ので留意すること。 

（障発第 1018003 号第２の３（１）） 

法人の各事業の経営悪化により限度

額を超えて繰入をせざるを得なかった

が、早急に各事業の経営状況を改善し、

資金の繰入については繰入可能な金額

内にするようにする。 

10 現金の取扱いについて、毎日の金銭残

高の照合及び確認が行われていなかっ

今後は出納職員が現金出納帳及び小

口現金出納帳を毎日の現金出納終了後
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たため、相談支援センタートマト拠点区

分の小口現金出納帳の帳簿残高と現金

が一致していなかった。 
ついては、出納職員は速やかに原因を 

調査した上、遅滞なく会計責任者に報告

し、必要な指示を受けること。 
なお、現金の管理について、出納職員

は現金出納帳及び小口現金出納帳によ

り、毎日の現金出納終了後、金銭残高と

帳簿残高と照合し、会計責任者へ報告す

ること。また、報告を受けた会計責任者

はその事実の内容を確認すること。 

また、会計責任者は、帳簿に押印する

などの方法で照合の事実の客観的記録

を残すことが望ましい。 

なお、本件については、前回も同様の

指摘をしており、必ず改善すること。 

（経理規程第29条第１項及び第３項、

第 30 条） 

に金銭残高と帳簿残高を照合し、会計責

任者へ報告するようにする。会計責任者

も帳簿に押印し、記録を残すようにす

る。 

11 月次試算表の理事長への提出が遅延

していた。 

ついては、経理規程第 31 条の規定に

基づき、会計責任者は、各拠点区分ごと

に毎月末日における月次試算表を作成

し、翌月 20 日までに統括会計責任者に

提出し、統括会計責任者はその月次試算

表に基づき、各事業区分合計及び法人全

体の月次試算表を作成し、翌月 25 日ま

でに理事長に提出すること。 

なお、理事長が提出を受けた際には、

押印欄余白に日付を記載しておくなど

して、提出日が分かるようにしておくこ

とが望ましい。 

おって、本件については、前回も同様

の指摘をしており、必ず改善すること。 

（経理規程第 31条） 

本来であれば早急に改善すべきであ

るが、現在経理を専門的に担当出来る職

員がおらず、伝票入力作業自体も遅れて

いるのが現状であり、平成 30 年６月ま

では平成 29 年度の決算作業に集中しな

いと期日までに決算が出来ない状況で

ある。 

平成 30 年７月に経理職員の補充を行

い、月次試算表を翌月 25 日までに提出

が出来る体制を整える。 

 


