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《《Ⅰ 本実務指針の適用範囲》 

《１．適用範囲》 

１．本実務指針は、社会福祉法人における法定監査及びこれに準ずる監査上の取扱いについてまと

めたものである。 

２．本実務指針の適用に際し関連する監査基準委員会報告書は、主に以下のとおりである。 

・ 監査基準委員会報告書 210「監査業務の契約条件の合意」（以下「監基報 210」という。） 

・ 監査基準委員会報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」（以下「監基報 260」とい

う。） 

・ 監査基準委員会報告書 265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」（以下「監基報

265」という。） 

・ 監査基準委員会報告書 600「グループ監査」 

・ 監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 

・ 監査基準委員会報告書 705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」 

・ 監査基準委員会報告書 706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項

区分」 

・ 監査基準委員会報告書 720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内

容に関連する監査人の責任」（以下「監基報 720」という。） 

なお、適用に際しては、本実務指針に記載されている監査基準委員会報告書のみでなく、個々

の監査業務に関連する全ての監査基準委員会報告書と併せて理解することが求められる（監査基

準委員会報告書 200「財務諸表監査における総括的な目的」（以下「監基報 200」という。）第 21

項）。 

３．本実務指針は、監査基準委員会報告書に記載された要求事項を遵守するに当たり、当該要求事

項及び適用指針と併せて適用するための指針を示すものであるが、一部監査基準委員会報告書に

加え新たに要求事項を追加している（第 30 項）。 

 

《２．背景》 

４．平成 28 年３月 31 日に社会福祉法が改正され（平成 28 年法律第 21 号）、経営組織のガバナン

スの強化、経営の透明性の確保、財務規律の向上等を目的とする社会福祉法人制度改革の一環と

して、平成 29年４月１日に開始する会計年度から会計監査人制度が導入されることとなった。さ

らに、事業の規模が一定の基準を超える社会福祉法人に対しては会計監査人の設置が義務付けら

れることとなるとともに、今後段階的な当該基準の改定により、会計監査人の設置を義務付ける

社会福祉法人の対象を拡大することが予定されている。本実務指針は、会計監査人を置く社会福

祉法人（以下「会計監査人設置社会福祉法人」という。）に対する法定監査に対応した監査報告

書を作成するための一般的指針として作成したものである。 
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５．本実務指針の取りまとめに当たっては、Ⅱにおいて、財務報告の枠組みについて言及し、Ⅲに

おいて、監査報告書の文例を作成する前提として監査上の取扱いについて検討を行い、付録１の

文例を作成した。 

６．本実務指針では、以下の略称を使用している。 

(1)「社会福祉法人会計基準」－社会福祉法人会計基準（平成 28年厚生労働省令第 79 号（ 終改

正平成 28年 11 月 11 日）） 

(2)「運用上の取扱い」－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

について（平成 28 年３月 31 日（ 終改正平成 28 年 11 月 11 日）雇児発 0331 第 15 号、社援発

0331 第 39 号、老発 0331 第 45 号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健

局長連名通知）別紙「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い」 

(3)「運用上の留意事項」－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留意

事項について（平成 28年３月 31日（ 終改正平成 28年 11 月 11 日）雇児総発 0331 第７号、

社援基発 0331 第２号、障障発 0331 第２号、老総発 0331 第４号 厚生労働省雇用均等・児童家

庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長及び障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長

連名通知）別紙「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」 

 

《《Ⅱ 財務報告の枠組み》 

《１．社会福祉法人における財務報告の枠組み》 

７．社会福祉法人の会計は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない

（社会福祉法第 45 条の 23）。「厚生労働省令で定める基準」として、「社会福祉法人会計基準」

が定められている。社会福祉法人会計基準では、社会福祉法人が社会福祉法人会計基準で定める

ところに従って会計処理を行い、会計帳簿、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）、その附属

明細書及び財産目録を作成しなければならない旨（社会福祉法人会計基準第１条第１項）、社会

福祉法人会計基準の規定は社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用される旨（同第３

項）が規定されている。 

また、社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準で定めるもののほか、一般に公正妥当と認めら

れる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならないとされている（同第２項）。ここで「一般

に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行」の中には「運用上の取扱い」や「運用上の留

意事項」が含まれるものと解される。 

これらの社会福祉法人会計基準等により規定されている財務報告の枠組みは、反証がない限り、

一般目的の財務諸表のために受入可能であると推定される（監基報 210 の A9 項）。 

８．社会福祉法人会計基準では、社会福祉法人が作成すべき各会計年度に係る計算書類として、貸

借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）を規定している（社会福祉法人

会計基準第７条の２第１項第１号及び第２号）。また、計算書類の注記事項として、「社会福祉

法人の資金収支及び純資産の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
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に必要な事項」を追加開示することが求められている（社会福祉法人会計基準第 29条第１項第 15

号）。 

９．したがって、社会福祉法人会計基準に規定する計算書類は、一般目的として受入可能であり、

また、社会福祉法人会計基準は監基報 200 第 12 項(13)に規定する適正表示の枠組みの要件を満た

していると考えられるため、一般目的の財務報告の枠組みであり、適正表示の枠組みであると考

えられる。 

 

《《２．法令等に定める計算関係書類（計算書類及び附属明細書）等及び監査対

象》 

《(1) 計算関係書類》 

10．社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、各会計年度に係る計算書類（貸借対照表及び

収支計算書）及び附属明細書（以下「計算関係書類」という。）を作成しなければならない（社

会福祉法第 45 条の 27第２項）。 

社会福祉法人が作成しなければならない計算関係書類は、社会福祉法人会計基準において次の

とおり定められている（社会福祉法人会計基準第７条の２第１項第１号及び第２号、並びに第 30

条第１項第１号から第 19 号）。 

 

 ＜計算書類＞ 

・各会計年度に係る次に掲げる貸借対照表 

イ 法人単位貸借対照表 

ロ 貸借対照表内訳表 

ハ 事業区分貸借対照表内訳表 

ニ 拠点区分貸借対照表 

・各会計年度に係る次に掲げる収支計算書 

イ 次に掲げる資金収支計算書 

(1)法人単位資金収支計算書 

(2)資金収支内訳表 

(3)事業区分資金収支内訳表 

(4)拠点区分資金収支計算書 

ロ 次に掲げる事業活動計算書 

(1)法人単位事業活動計算書 

(2)事業活動内訳表 

(3)事業区分事業活動内訳表 

(4)拠点区分事業活動計算書 
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 ＜附属明細書＞  

法人全体で作成する附属明細書 拠点区分ごとに作成する附属明細書 

（運用上の取扱い 別紙３①～⑦） （運用上の取扱い 別紙３⑧～⑲） 

１ 借入金明細書（別紙３①） 

２ 寄附金収益明細書（別紙３②） 

８ 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（別紙３⑧） 

３ 補助金事業収益明細書（別紙３③） ９ 引当金明細書（別紙３⑨） 

４ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細

書（別紙３④） 

10 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩） 

５ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入

金）残高明細書（別紙３⑤） 

11 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪） 

12 積立金・積立資産明細書（別紙３⑫） 

６ 基本金明細書（別紙３⑥） 

７ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３

⑦） 

13 サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬） 

14 サービス区分間貸付金（借入金）残高明細

書（別紙３⑭） 

 15 就労支援事業別事業活動明細書（別紙３⑮） 

 16 就労支援事業製造原価明細書（別紙３⑯） 

 17 就労支援事業販管費明細書（別紙３⑰） 

 18 就労支援事業明細書（別紙３⑱） 

 19 授産事業費用明細書（別紙３⑲） 

また、上記の計算書類には、法人全体及び拠点区分ごとに注記を記載しなければならない（社

会福祉法人会計基準第 29 条第１項及び第４項）。 

11．会計監査人設置社会福祉法人は、上記の規定により作成した計算関係書類について、会計監査

人の監査を受けなければならない（社会福祉法第 45 条の 19 第１項、同第 45 条の 28 第２項第１

号）。 

ここで会計監査人設置社会福祉法人は、定款の定めによって会計監査人を置く法人（社会福祉

法第 36 条第２項）及び事業の規模が政令で定める基準（※）を超えることにより会計監査人を置

かなければならない社会福祉法人（社会福祉法第 37 条、以下「特定社会福祉法人」という。）を

いう。 

（※）前年度決算において収益（ 終会計年度に係る経常的な収益の額として法人単位事業活動

計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額）30 億円又は負債（ 終会計年度に係る法

人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額）60 億円を超える法人（社会福祉法施行

令第 13 条の３第１号及び第２号、社会福祉法施行規則第２条の６）。 

12．会計監査人は、計算関係書類（社会福祉法施行規則第２条の 26 第１項）を受領したときは、次

に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない（社会福祉法施行規則第２条

の 30）。 

一 会計監査人の監査の方法及びその内容  

二 計算関係書類（社会福祉法人会計基準第７条の２第１項第１号イに規定する法人単位貸借対

照表、同項第２号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位
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事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第 30 条第１項第１

号から第３号まで、第６号及び第７号に規定する書類に限る。）の項目に限る。）が当該社会

福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示している

かどうかについての意見 

イ 無限定適正意見 

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 

ハ 不適正意見 

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由 

四 追記情報 

五 会計監査報告を作成した日 

13．第 10 項で述べたように、社会福祉法人は社会福祉法人会計基準で規定する計算関係書類を作成

し、会計監査人に提供するが、会計監査報告の中で監査意見を表明する対象は、第 12 項で述べた

ようにそれらのうちの一部に限られる。 

 以上の内容を整理すると、次のとおりとなる。 

 

＜社会福祉法人が作成する計算関係書類＞ 

※太枠で囲まれた書類…会計監査報告の中で監査意見を表明する対象書類 

計算書類 第一様式 第二様式 第三様式 第四様式 

貸借対照表 

（第三号） 

法人単位 

貸借対照表 

貸借対照表 

内訳表 

事業区分貸借 

対照表内訳表 

拠点区分 

貸借対照表 

収支計算書     

資金収支計算書 

（第一号） 

法人単位 

資金収支計算書 

資金収支内訳表 事業区分 

資金収支内訳表 

拠点区分 

資金収支計算書 

事業活動計算書 

（第二号） 

法人単位 

事業活動計算書 

事業活動内訳表 事業区分 

事業活動内訳表 

拠点区分 

事業活動計算書 

計算書類に対す

る注記 

法人全体につい

ての計算書類に

対する注記 

  拠点区分につい

ての計算書類に

対する注記 

附属明細書    

 下記第 14 項に

示す附属明細書

（意見表明対象

に対応する項

目） 

（左記以外の項目） 

 

したがって、監査報告書の文例においても、監査意見の対象となる書類は、法人単位貸借対照

表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書（以下、これらの書類を「法人単位の

計算書類」という。）及びそれらに対応する附属明細書の項目、計算書類に対する注記のうち法人

全体についての注記である旨を明記した。 
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14．附属明細書のうち、監査対象となる書類は法人全体で作成する借入金明細書、寄附金収益明細

書、補助金事業収益明細書、基本金明細書、及び国庫補助金等特別積立金明細書に限定される（社

会福祉法施行規則第２条の 30 第２号）。 

さらに会計監査報告の意見対象となる法人単位の計算書類に対応する附属明細書の項目は、 

(1)借入金明細書の借入金の区分ごとの当期借入金、当期償還額、差引期末残高の合計額及び支

払利息の当期支出額、利息補助金収入の合計額（法人単位資金収支計算書及び法人単位貸借

対照表に計上される科目金額に対応する区分に限る。） 

(2) 寄附金収益明細書の寄附金の区分ごとの寄附金額合計額（法人単位事業活動計算書に計上

される大区分の科目金額に対応する区分に限る。） 

(3)補助金事業収益明細書の補助金の区分ごとの交付金額等合計の合計額（法人単位事業活動計

算書に計上される大区分の科目金額に対応する区分に限る。） 

(4) 基本金明細書の当期末残高合計額 

(5) 国庫補助金等特別積立金の当期積立額の合計額、当期取崩額の各項目の合計額及び当期末

残高の合計額となる。 

 

《《(2) 財産目録》 

15．社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、財産目

録を作成しなければならない（社会福祉法第 45条の 34）。財産目録の様式では、「貸借対照表科

目」、「場所・数量等」、「使用目的等」及び「金額」を記載するものとされている。このうち、

「貸借対照表科目」及び「金額」については、我が国において一般に公正妥当と認められる社会

福祉法人会計の基準に準拠して、貸借対照表と整合して作成されるものである。 

会計監査人は、財産目録（社会福祉法人会計基準第７条の２第 1 項第１号イに規定する法人単

位貸借対照表に対応する項目に限る。）を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査

報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない（社会福祉法第 45 条の 19

第２項、社会福祉法施行規則第２条の 22）。したがって、監査報告書の文例上、財産目録も会計監

査人の意見の対象としている。ただし、社会福祉法人会計基準では財産目録が計算書類の範囲に

は含まれていないことから、計算関係書類に対する意見とは区分した「財産目録に対する意見」

区分を設け、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法

人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表に整合して作成されているかについて意見を

表明することとした。 

16．財産目録に対する監査意見の対象となる項目は、法人単位貸借対照表に対応する項目に限られ

るとされており、具体的には、財産目録の記載項目（運用上の取扱い 別紙４）のうち、「貸借

対照表科目」及び「貸借対照表価額」の科目合計金額が対象となる。 
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《《Ⅲ 監査上の留意事項》 

《１．法人単位の計算書類に対する意見表明に当たっての留意点》 

17．Ⅱ．財務報告の枠組みで述べたとおり、社会福祉法人が作成する計算関係書類のうち、会計監

査人が会計監査報告の中で監査意見の対象とする書類は、法人単位の計算書類及びそれらに対応

する附属明細書の項目並びに法人全体についての注記に限られるが、それらの財務情報は、拠点

区分の財務情報、すなわち拠点区分ごとに作成される拠点区分貸借対照表、拠点区分資金収支計

算書、拠点区分事業活動計算書及び拠点区分についての計算書類に対する注記（以下、これらの

書類を「拠点区分の計算書類」という。）を基礎として作成される。 

社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、拠点区分を設けなければならないとされる（社会

福祉法人会計基準第 10 条第１項）。拠点区分は、原則として、予算管理の単位とし、一体として

運営される施設、事業所又は事務所をもって一つの拠点区分とする。具体的な区分については、

法令上の事業種別、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘案して区分を設定する（運

用上の取扱い２）。 

したがって、各拠点区分で収入支出予算が編成され、会計帳簿も原則として、各拠点区分で仕

訳日記帳及び総勘定元帳を作成し、備え置くものとされている（運用上の留意事項２(1)及び(3)）。

拠点区分の計算書類はこれらに基づき作成され、各事業区分における拠点区分別内訳表（事業区

分貸借対照表内訳表、事業区分資金収支内訳表及び事業区分事業活動内訳表をいう。以下同じ。）

への集計及び拠点区分間の内部取引の消去と法人全体における事業区分別内訳表（貸借対照表内

訳表、資金収支内訳表及び事業活動内訳表をいう。以下同じ。）への集計及び事業区分間の内部取

引の消去を経た財務情報が、法人単位の計算書類に集約される。 

18．以上のような作成プロセスを経て作成される計算関係書類の中で、法人単位の計算書類に対す

る監査意見の表明に当たり、会計監査人は、会計監査人設置社会福祉法人における会計帳簿の構

築並びに法人単位の計算書類の作成手続に応じて、拠点区分の財務情報や各事業区分における拠

点区分別内訳表及び法人全体における事業区分別内訳表の集計及び内部取引消去の手続について

も監査基準委員会報告書に従って監査手続を実施する。 

19．なお、拠点区分の計算書類、各事業区分における拠点区分別内訳表や法人全体における事業区

分別内訳表等の記載内容については、監査した法人単位の計算書類と重要な相違があることによ

って監査した法人単位の計算書類の信頼性が損なわれることがないよう、会計監査人は、監基報

720 に従ってそれらの記載内容を通読する。 

 

《２．法人単位資金収支計算書における予算の額について》 

20．法人単位資金収支計算書については、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載し、

予算の額と決算の額の差異を差異欄に表記する（社会福祉法人会計基準第 16 条第５項、第 17 条

第４項、第１号第１様式）。ここで記載される予算の額自体の適否については監査上、意見表明

の対象となるものではないが、社会福祉法人の事業計画及び事業報告に当たっては、従前より、
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資金収支予算による統制が重視されるので、予算の額が法人の理事会又は評議員会で承認された

当該会計年度にかかる 終の補正予算と一致していることに留意する。 

 

《《３．初年度の監査について》 

21．監査の対象となる法人単位事業活動計算書及び法人単位貸借対照表には、それぞれ前年度の決

算額が記載される（社会福祉法人会計基準第 23 条第４項、第２号第１様式、同第 27 条第４項、

第３号第１様式）。監査基準委員会報告書 510「初年度監査の期首残高」（以下「監基報 510」と

いう。）及び監査基準委員会報告書 710「過年度の比較情報－対応数値と比較財務諸表」（以下「監

基報 710」という。）の内容を踏まえ、初年度の監査に当たり、前年度の計算書類が監査されてい

ない場合に、監査人は、監査報告書のその他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載

しなければならないこと（監基報 710 第 13 項）や、当該記載によっても、当年度の計算書類に重

要な影響を及ぼす虚偽表示が期首残高に含まれていないという十分かつ適切な監査証拠の入手に

関する要求事項が免除されるわけではないこと（監基報 510 第５項、監基報 710 第 13 項）に留意

する。 

 

《４．監査上留意すべき社会福祉法人の特性について》 

22．社会福祉法人の特性として、社会福祉法人制度を背景とした社会福祉法人会計特有の会計処理

がある。また、公的性格からくる行政監督目的の補完的機能として、公認会計士による会計監査

が機能することも社会的に期待されている。 

監査人には、監査を通じて監査対象法人の経営力の強化に資することができるよう、研鑽に努

めることが期待され、具体的には、社会福祉法人会計基準等で規定されている社会福祉法人特有

の会計処理や、介護報酬等の資金の使途制限通知等をはじめ、行政指導通知等に基づく会計慣行

についても十分に理解することが必要である。 

23．また、特定社会福祉法人においては、会計監査人の設置とともに、法人のガバナンスを確保す

るために、理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福

祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（内部管理体制の整備）について、基本

方針を理事会において決定し、当該方針に基づいて、規程の策定等を行うことが義務付けられて

いる（社会福祉法第 45 条の 13 第４項第５号及び第５項）。監査人には、監査を通じて例えば評

議員会、理事会等の運営規程の整備・運用、経営管理の仕組みのための規程の整備・運用への指

導的機能の発揮が期待される。また、第 17 項及び第 18 項で説明したとおり拠点区分の計算書類、

各事業区分における拠点区分別内訳表及び法人全体における事業区分別内訳表は、監査意見の対

象とされていないが、監査の実施の過程でこれらの計算書類に誤りが検出されたときは、会計業

務体制を始め、関連する内部統制の整備・運用の改善に向けた助言を行うなど、指導的機能の発

揮が期待される。 
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《《５．組織管理体制並びに会計業務体制を始め、関連する内部統制の整備・運

用の改善に向けた助言について》 

24．監査人には監査の実施過程において、監査基準委員会報告書 315「企業及び企業環境の理解を通

じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に基づき、社会福祉法人及び社会福祉法人の環境の理

解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価が求められている。また、監査人は監基報 260 や

監基報 265 に基づき統治責任者とコミュニケーションを行うことが求められている。 

25．監査人は、社会福祉法人との合意、又は日本公認会計士協会の他の実務指針の追加的な要求事

項によってコミュニケーションを行うことが求められる場合がある（監基報 260 第３項）。 

これには、財務報告プロセスの監視には必ずしも関連しないが、監事にとって重要となる可能

性の高い追加的な事項に気が付くことがあり、追加的な事項には、例えば社会福祉法人の統治の

構造やプロセスに関する重要な事項が含まれるとされている（監基報 260 の A24 項）。 

監査人は、監査上の重要な発見事項について、監事とコミュニケーションを行わなければなら

ないとされ、書面によるコミュニケーションには、監査の実施過程で生じた全ての事項を含める

必要はないとされている（監基報 260 第 17 項）。 

26．監査人は、実施した監査手続の結果、発見した事項を検討し、内部統制の不備に該当するかど

うかを判断しなければならない。内部統制の不備を識別した場合、内部統制の不備が、単独で又

は複数組み合わさって重要な不備となるかどうか判断しなければならない。また監査人は、監査

の過程で識別した重要な不備を、適時に書面により監事に報告しなければならない（監基報 265

第６項から第８項）。 

また、監査人は、適切な階層の理事者に、重要な不備は書面で、その他の内部統制の不備のう

ち、監査人が職業的専門家として、適切な階層の理事者の注意を促すに値すると判断したものは、

適時に報告しなければならない（監基報 265 第９項）。 

なお、監査人は、重要な不備を報告する際、以下の(1)(2)を記載しなければならない。 

(1) 不備の内容とそれによって見込まれる影響の説明 

(2) 監事及び理事者が、当該報告の前提を理解するための十分な情報。特に、次の①から③を説

明しなければならない。 

① 監査の目的は、財務諸表に対する監査人の意見を表明することにある旨 

② 監査には、財務諸表の作成に関連する内部統制の検討が含まれるが、これは、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するためであり、内部統制の有効性に対して意見を表明するためで

はない旨 

③ 報告する事項は、監査人が、監査の過程で識別し監事に報告するに値するほど重要と判断

した不備に限定される旨（監基報 265 第 10 項）。 

27.社会福祉法人の会計監査に対する社会的な期待に応える観点からは、経営の透明性の向上や内部

統制の向上の観点から、法人運営の課題として認識した事項について、社会福祉法人に指摘し改

善を促すために助言を行うことが期待される。 
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28．内部統制の検討に当たっては、(1)法人全般の統制、(2)各種事業の統制、(3)決算の統制に関し

て、例えば《付録２ 社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の項目（例示）》に示さ

れた項目の整備・運用状況に留意し、内部統制の重要な不備やその他の内部統制の不備について、

監基報 265 に基づき統治責任者とコミュニケーションを行う。 

29．所轄庁が、社会福祉法第 56 条第１項の規定等に基づく指導監査を行う場合、「社会福祉法人指

導監査実施要綱の制定について」（平成 29 年４月 27 日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社

会・援護局長、老健局長連名通知。）別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」により、一般監査

の実施の周期の延長等を行うことができることとされている。 

さらに、「会計監査及び専門家による支援等について」（平成 29 年４月 27 日 厚生労働省社会・

援護局福祉基盤課長通知）（以下「課長通知」という。）においては、法人が会計監査人による

監査を受けたときは、「独立監査人の監査報告書」及び監査の実施概要や監査の過程で発見され

た内部統制の重要な不備等を記載した報告書（以下「監査実施概要及び監査結果の説明書」とい

う。）を会計監査人から受領すること、会計監査人の監事への不正の行為等に関する報告（社会

福祉法第45条の19第 6項の規定で準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第108

条第１項の規定に基づく）及び会計監査人の職務の遂行に関する事項の監事への通知（社会福祉

法施行規則第２条の 33第１項）が適切に行われることが求められている。なお、当該課長通知で

は、「独立監査人の監査報告書」及び「監査実施概要及び監査結果の説明書」の作成方法や留意

事項については、本実務指針によることとされている。 

30．課長通知において求められている事項について、会計監査人が理事者及び監事と書面でコミュ

ニケーションを行う場合には、「監査実施概要及び監査結果の説明書」において記載することが

必要となる。会計監査人の監査は、財務関係に関する確認を行うだけではなく、監査の過程にお

いて法人の内部統制についての確認や問題がある場合には内部統制の整備・運用の改善に向けた

助言を行うことが社会的に要請されているところであり、「監査実施概要及び監査結果の説明書」

には、これらの事項についても記載する。また、課長通知によれば、所轄庁は法人から計算関係

書類等に加え、「独立監査人の監査報告書」及び「監査実施概要及び監査結果の説明書」の提出

を受け、書類を確認した上で一般監査の実施周期の延長及び指導監査事項の省略を判断するとさ

れている。 

31．「監査実施概要及び監査結果の説明書」では、例えば、以下の事項を記載することが考えられ

るが、記載事項については、適宜必要に応じて検討することが考えられる。 

(1) 理事者と監査人の責任 

(2) 監査の概要 

① 監査の方法の概要 

② 監査チームの体制 

③ 監査時間 

④ コミュニケーションの概要 等 

(3) 監査の結果 

① 監査意見 
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② 追記情報に関する事項 

③ 会計方針並びに会計処理に関する事項（監査の過程で識別した虚偽表示） 

④ 内部統制に関する事項 

(ⅰ)重要な不備 

(ⅱ)その他の改善事項 

⑤ 重要な不正及び違法行為に関する事項 等 

(4) 品質管理体制 

(5) その他の報告事項 

 

《《６．指導的機能の発揮について》 

32．指導的機能の発揮は、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務の枠組みの中で、監査証明業

務に包含される助言・指導業務の範囲で実施することが必要となる。業務の実施に当たっては、

自己レビューに当たることのないように、また、理事者の責任を担うことのないように留意する

ことが必要である。 

 

《Ⅳ 適用》 

33．本実務指針は、平成 29 年４月１日以後開始する会計年度に係る監査から適用する。 
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《《付録１ 独立監査人の監査報告書の文例》 

 以下において、会計監査人設置社会福祉法人において法定監査を実施する場合の監査報告書の文

例を示し、実務の参考に供するものとする。 

 

１．無限定意見 

文例１－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の文例 

 

２．除外事項付意見 

(1) 限定意見 

文例２－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の重要な虚偽表示による限定意見の

文例 

文例３－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の監査範囲の制約による限定意見の

文例 

 

(2) 否定的意見 

文例４－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の重要な虚偽表示による否定的意見

の文例 

 

(3) 意見不表明 

文例５－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の監査範囲の制約による意見不表明

の文例 

 

３．追記情報 

文例６－その他の事項区分を設けた場合の文例（前年度の計算関係書類が監査されていない場合） 
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１．無限定意見 

文例１－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の文例 

 
独立監査人の監査報告書 

平成×年×月×日 
社会福祉法人○○○○ 
理事長  ○○ ○○ 殿（注１） 

○○○○公認会計士事務所 
公認会計士 ○○○○ 印 

○○○○公認会計士事務所 
公認会計士 ○○○○ 印（注２） 

＜計算関係書類監査＞ 

私たち（注３）は、社会福祉法第 45 条の 28 第２項第１号及び社会福祉法施行規則第２条

の 30 第１項の規定に基づき（注４）、社会福祉法人○○○○の平成×年４月１日から平成×

年３月 31 日までの平成○○会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第７条の２第

１項第１号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第２号イ（1）に規定する法人単位資金

収支計算書及び同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附

属明細書（社会福祉法人会計基準第 30 条第１項第１号から第３号まで及び第６号並びに第

７号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第 29条第１項に規定する

法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。 

 
計算関係書類に対する理事者の責任 

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に

準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断し

た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 

私たち（注３）の責任は、私たち（注３）が実施した監査に基づいて、独立の立場から計

算関係書類に対する意見を表明することにある。私たち（注３）は、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち（注３）

に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、私たち（注３）の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私たち（注３）は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の
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作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計

算関係書類の表示を検討することが含まれる。 
私たち（注３）は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。 
 
監査意見 

私たち（注３）は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる

社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人○○○○の当該計算関係書類に係る期間

の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 
 
＜財産目録に対する意見＞ 

 私たち（注３）は、社会福祉法第 45 条の 19 第２項及び社会福祉法施行規則第２条の 22

の規定に基づき、社会福祉法人○○○○の平成×年３月 31 日現在の平成○○会計年度の財

産目録（社会福祉法人会計基準第７条の２第１項第１号イに規定する法人単位貸借対照表に

対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。 

 
財産目録に対する理事者の責任 

 理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人

会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。 
 
監査人の責任 

 私たち（注３）の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会

福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかにつ

いて意見を表明することにある。 
 
財産目録に対する監査意見 

 私たち（注３）は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般

に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整

合して作成されているものと認める。 
 
利害関係 

社会福祉法人○○○○と私たち（注５）との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 
 

以 上  
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（注１） 宛名については、理事会又は監事等、提出先に応じて決めることができる。 

（注２） 

① 会計監査人が無限責任監査法人の場合で、指定証明であるときには、以下とする。 

○ ○ 監 査 法 人 
指 定 社 員 

公認会計士 ○○○○ 印 
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 

公認会計士 ○○○○ 印 
業 務 執 行 社 員  

 

② 会計監査人が無限責任監査法人の場合で、指定証明でないときには、以下とする。 

○ ○ 監 査 法 人 
代 表 社 員 

公認会計士 ○○○○ 印 
業 務 執 行 社 員  
業 務 執 行 社 員  公認会計士 ○○○○ 印 

 
③ 会計監査人が有限責任監査法人の場合は、以下とする。 

○ ○ 有 限 責 任 監 査 法 人 

指定有限責任社員 
公認会計士 ○○○○ 印 

業 務 執 行 社 員  
指定有限責任社員 

公認会計士 ○○○○ 印 
業 務 執 行 社 員  

 
（注３） 会計監査人が監査法人の場合には、「当監査法人」とする。 

（注４）会計監査人設置社会福祉法人以外の社会福祉法人で、法定監査の場合と同じ計算関係書類

及び財産目録を監査対象とする監査の場合には、法定監査である場合の文例から、根拠条

文である「社会福祉法第 45 条の 28 第２項第１号及び社会福祉法施行規則第２条の 30 第

１項の規定に基づき、」及び「社会福祉法第 45 条の 19 第２項及び社会福祉法施行規則第

２条の 22の規定に基づき、」の文言を「……の規定に基づく監査に準じて、」に変更する。 

 

（注５） 会計監査人が監査法人の場合には、「当監査法人又は業務執行社員」とする。 

 

２．除外事項付意見－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の文例 

(1) 限定意見 

文例２－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の重要な虚偽表示による限定意見の

文例 
＜計算関係書類監査＞ 

（文例１に同じ。） 
監査人の責任 

 私たちの責任は、……（以下文例１に同じ）……監査を実施することを求めている。 
 監査においては、……（以下文例１に同じ）……検討することが含まれる。 
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私たちは、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。 
 
限定付適正意見の根拠 

社会福祉法人○○○○は、……について、……ではなく、……により計上している。我が国

において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠していれば……を計上

することが必要である。この結果、……は○○百万円過大（過少）に表示されている。 
 
限定付適正意見 

私たちは、上記の計算関係書類が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の計算関係書

類に及ぼす影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準

に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
文例３－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の監査範囲の制約による限定意見の

文例 

＜計算関係書類監査＞ 

（文例１に同じ） 
監査人の責任 

 私たちの責任は、……（以下文例１に同じ）……監査を実施することを求めている。 
 監査においては、……（以下文例１に同じ）……検討することが含まれる。 
私たちは、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。 
 
限定付適正意見の根拠 

社会福祉法人○○○○は、……している。私たちは、……できなかったため、……について、

十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。 
したがって、私たちは、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することが

できなかった。 
 
限定付適正意見 

私たちは、上記の計算関係書類が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の計算関係書

類に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法

人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

(2) 否定的意見 

文例４－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の重要な虚偽表示による否定的意見
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の文例 

＜計算関係書類監査＞ 

（文例１に同じ。） 
監査人の責任 

 私たちの責任は、……（以下文例１に同じ）……監査を実施することを求めている。 
 監査においては、……（以下文例１に同じ）……検討することが含まれる。 
私たちは、不適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。 
 
不適正意見の根拠 

社会福祉法人○○○○は、……について、……ではなく、……により計上している。我が国

において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠していれば……を計上

することが必要である。この結果、……は○○百万円過大（過少）に表示されている。 
 
不適正意見 

私たちは、上記の計算関係書類が、「不適正意見の根拠」に記載した事項の計算関係書類に

及ぼす影響の重要性に鑑み、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の

基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべて

の重要な点において適正に表示していないものと認める。 
 

(3) 意見不表明 

文例５－会計監査人設置社会福祉法人で法定監査である場合の監査範囲の制約による意見不表明

の文例 

＜計算関係書類監査＞ 

（文例１に同じ） 
監査人の責任 

 私たちの責任は、私たちが、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにあ

る。しかしながら、「意見不表明の根拠」に記載した事項により、私たちは、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。 
 
意見不表明の根拠 

 私たちは、……（意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった理由を

記載する。）……、他の監査手続によっても十分かつ適切な監査証拠を入手することができな

かった。 
したがって、私たちは、……に関連する項目に関して、何らかの修正が必要かどうかについ

て判断することができなかった。 
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意見不表明 

私たちは、「意見不表明の根拠」に記載した事項の計算関係書類に及ぼす可能性のある影響

の重要性に鑑み、監査意見の基礎を与える十分かつ適切な監査証拠を入手することができなか

ったため、計算関係書類に対して意見を表明しない。 

 
３．追記情報 

文例６－その他の事項区分を設けた場合の文例（前年度の計算関係書類が監査されていない場合） 

＜計算関係書類監査＞ 

（文例１に同じ） 
監査意見 

 私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法

人会計の基準に準拠して、社会福祉法人○○○○の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支

及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
その他の事項 

 社会福祉法人○○○○の平成×0年３月31日に終了した平成×0年会計年度の計算関係書類

は監査されていない。 

 
利害関係 

（文例１に同じ） 
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《《付録２ 社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の項目（例示）》 

 

１．法人全般の統制 

 

NO. 項目 

1-1 ガバナンス体制(理事会、評議員会、

監事等) 

 定款の作成・変更手続 

 内部管理体制の整備状況 

 評議員及び評議員会 

・ 評議員の選任手続 

・ 評議員会の開催（招集手続、

出席状況、決議(定足数の充足

等)、開催頻度、議事録の作成

等） 

 理事及び理事会 

・ 理事の選任手続 

・ 理事会の開催（招集手続、出

席状況、決議(定足数の充足

等)、開催頻度、議事録の作成

等） 

 監事及び監事監査 

・ 監事の選任手続 

・ 監事の監査実施概要 

・ 監事と内部監査人との連携状

況 

 役員及び評議員に対する報酬

等の決定手続 

 理事長・施設長による会議の開

催（位置付け、会議規程の有無、

構成員、開催頻度、招集手続、

会議と決裁の手順、議事録の作

成、等） 

 法人本部機能運営（法人本部設

置の有無、役割、本部の職務分

掌・職務権限等） 

NO. 項目 

1-2 各種規程・業務手順書の整備 

 規程の整備 

 業務手順書の整備 

 規程・業務手順書の役職員への

周知の仕組み 

1-3 職務分掌・職務権限体制 

 重要な契約行為、担当者や理事

等が単独で契約を進めること

ができない仕組み 

 職務分掌・職務権限の明確化 

 稟議規程の整備 

 稟議制度、職務権限の周知 

 過度な兼任や権限移譲により

職務分掌・職務権限体制が無効

化されている状況がないか 

 公印の保管・管理 

 公印の代理押印の報告 

 稟議書の管理 

1-4 予算実績分析体制 

 予算の策定手続 

 予算の承認手続 

 予算と実績の比較頻度及び分

析状況 

 予算差異の報告 

 予算の流用及び補正に係る手

続 

1-5 IT の管理体制 

 責任者の設置 

 規程の整備 

 情報機器の保管状況とアクセ

ス制限 
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NO. 項目 

 共有データへのアクセス制限 

 モニタリング 

 データのバックアップ 

 パスワードの管理 

 特権 ID の管理 

 承認なくシステムの設定変更

が行われない仕組み 

 IT システムが行う処理の理解 

 決算で必要な情報閲覧が可能

か（遡った情報の閲覧、必要な

期間にわたる情報の保存等） 

1-6 コンプライアンス 

 理事長の経営方針及び組織風

土 

 法令や規制遵守が行われるた

めの仕組み 

 規程の整備 

 職員への周知 

 職員のローテーション 

 内部通報制度 

 行政指導監査における指摘事

項に対する対応状況 

 役員等に対する特別な利益供

与の状況 

 日常的なモニタリングの実施

状況 

 資産総額の変更登記の状況 

 法人所有資産の登記の状況 

 人員の配置状況及び人員基準

の準拠状況 

1-7 リスクマネジメント 

 法人全体としての財務に影響

を及ぼすリスクの把握 

 法人全体としての財務に影響

を及ぼすリスクに対する対応

方針 

1-8 人材育成 

NO. 項目 

 職位と役割の明確化 

 職員のキャリアアッププラン

の明確化 

 職員の評価制度 

 職員が職務に必要とされる知

識と技能を獲得するための仕

組み 

 職員のメンタルケア体制の整

備 

 人材育成制度の明確化及び職

員への周知 

1-9 関連当事者との取引 

 関連当事者の範囲の把握 

 関連当事者との取引をもれな

く把握する体制 

 関連当事者と取引を行う場合

の承認体制 

1-10 情報管理体制 

 利用者及び職員の個人情報の

管理体制 

 利用者及び職員のマイナンバ

ーの管理体制 

1-11 情報公開 

 所轄庁への届出状況 

 各種書類等の備え置き及び閲

覧体制 

 各種書類等のインターネット

等による情報公開の状況 
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２．各種事業の統制 

NO. 項目 

2-1 収益認識 

 利用者との契約手続及び利用

者情報の管理体制 

 介護報酬等の各種加算の算定

状況及び要件の充足状況 

 介護報酬等の減算適用の有無

の確認 

 介護報酬等の請求手続の管理 

 寄附金の受入管理体制 

 補助金・助成金の申請・管理体

制 

 受託収益、指定管理料の請求・

管理体制 

 収益が現金主義ではなく、実現

主義で計上（提供した物品やサ

ービスに基づいて計上）されて

いるか 

 収益・債権の計上漏れ、二重計

上を防ぐ仕組み 

 入金管理・債権管理 

 債権金額と関連証憑書類との

定期的な照合 

2-2 購買取引 

 経理規程等に従った購買取引

の実施（入札の実施や契約書の

締結状況等） 

 発注業務、検収業務、支払業務

の職務分掌・承認体制 

 購買先選定の透明性 

 購買取引が発生主義で計上（物

品やサービスの受領・検収に基

づいて計上）されているか 

 費用・債務の計上漏れ、二重計

上を防ぐ仕組み 

 発注した物品やサービスの受

NO. 項目 

領・検収状況の確認(納品時の

検品のみならず、当該納品が発

注通りの納品であるかの確認

も含む。) 

 受領した物品やサービスのみ

支払処理が行われる仕組み 

 支払に際しての承認体制 

 債務金額と請求書残高との定

期的な照合 

 会計帳簿と関連証憑の保管・整

備状況 

2-3 固定資産管理 

 固定資産台帳と固定資産の現

物の関連性の明確化 

 固定資産の取得、除却、売却、

移動が固定資産台帳にもれな

く登録される仕組み 

 固定資産台帳と現物の定期的

な照合（実地棚卸） 

 固定資産台帳と会計帳簿の定

期的な照合 

 法人所有の財産と預かり財産

の区別 

 減価償却資産の登録及び計算 

 国庫補助金等で固定資産を取

得した場合の国庫補助金等特

別積立金の計上及びその取崩

し 

2-4 財務・資金管理 

 現金の保管・管理体制 

 契約処理、出納処理の職務分掌 

 経理規程に基づいた入金取引、

出金取引 

 領収書管理 

 現金実査結果と会計帳簿残高
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NO. 項目 

の定期的な照合 

 仮払金の管理体制 

 銀行印、通帳の保管・管理体制 

 インターネットバンキングの

管理体制 

 キャッシュカード、クレジット

カード、IC カードの管理体制 

 預金の銀行残高証明金額や通

帳残高と会計帳簿残高との定

期的な照合 

 有価証券、証券会社等の残高証

明書との定期的な照合 

 資金運用規程・投資リスク管理

方針の整備 

 投資取引を行う場合の承認手

続体制 

 借入取引を行う場合の承認手

続体制 

 投資取引、借入取引が適時にも

れなく記帳される仕組み 

 借入取引の利息計算・計上 

 投資取引、借入取引等の各種補

助簿と会計帳簿の定期的な照

合 

 法人資産と入居者等からの預

NO. 項目 

り資産の区分 

 利用者預り金に関する管理体

制 

 利用者立替金に関する管理体

制 

2-5 人件費管理 

 職員の人事管理記録の整備 

 採用者、退職者、給与マスター

ファイルへの追加、削除が適時

に漏れなく行われる仕組み 

 給与控除、源泉徴収、その他給

与マスターファイルへの変更

管理 

 執務時間の記録及び管理状況 

 給与の計算方法 

 給与支払に関する承認体制 

 給与計算台帳と会計帳簿の定

期的な照合 

2-6 在庫管理 

 在庫の受払記録の作成 

 実地棚卸の実施体制及び会計

帳簿への反映 

 在庫の受払記録と会計帳簿の

定期的な照合 

 

 

３．決算の統制 

NO. 項目 

3-1 決算・財務報告に関する規程の整備 

 決算・財務報告の基礎となる規

程や業務の手順が整備されてい

るか 

 決算・財務報告の基礎となる規

程や業務の手順は、各拠点間で

整合しているか 

3-2 決算・会計業務体制 

 会計担当部署の組織体制 

NO. 項目 

 新会計基準（「社会福祉法人会計

基準」（平成 28 年厚生労働省令

第 79 号）他）への移行 

 会計業務に係るセキュリティー

体制 

 会計処理の検閲及び会計処理の

承認手続 

 財務報告へ重要な影響を与える

事項、法人内の各拠点、各事業
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NO. 項目 

部門から情報が収集できる体制

の整備 

 基礎的な勘定科目体系及びその

内容は各拠点間で整合している

か 

 会計方針が各拠点間で整合して

いるか 

 補助簿と総勘定元帳の整合性の

確認 

 決算スケジュール 

 例外的な処理を行う場合の手続 

3-3 各種証憑の整備体制 

 会計処理の根拠資料が網羅的に

保管されているか 

 会計処理の根拠資料が検証可能

な形で整理されているか 

3-4 決算の実施 

 決算に必要な情報の識別及び収

集 

 決算作業の職務分掌と承認 

3-5 各勘定科目の統制 

 主要な勘定科目の決算作業プロ

セスの明確化 

 各勘定科目の内訳明細の中に内

容が不明な項目がないか 

 徴収不能引当金の計上 

 賞与引当金の計上 

 退職給付引当金の計上 

 その他引当金の要件を満たす取

NO. 項目 

引の有無を把握する仕組み及び

その計上 

 期末における資産の評価 

 未収、未払の経過勘定、未決済

項目の把握・計上 

3-6 計算書類の開示・保存 

 計算書類等（計算書類、附属明

細書、財産目録他）の作成状況 

 計算書類等（計算書類、附属明

細書、財産目録他）の様式 

 注記が必要な項目を把握する体

制 

 計算書類等の金額と主要簿との

整合性 

 各種開示書類、開示項目間の整

合性の確認 

 計算書類等（計算書類、附属明

細書、財産目録他）の保存状況 

3-7 内部取引の把握と相殺消去 

 法人が行う内部取引の内容 

 法人が使用する財務会計システ

ムの内部取引の入力方法と相殺

消去に係る仕様 

 内部取引の財務会計システムへ

の入力の手順 

 内部取引に係る証憑・帳簿・そ

の他管理資料の整備 

 内部取引の整合性の確認方法 

 内部取引の不一致時の手続 

 

以  上  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


