
（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

　　現金預金

　　　　　現金 現金手許有高 － 小口現金・運転資金として － － 118,110
　　　　　普通預金 三重銀行　鈴鹿支店 － 運転資金として － － 100,213,456
　　　　　普通預金 百五銀行　鈴鹿支店 － 運転資金として － － 12,050,688

112,382,254
　　事業未収金 三重県国保連合会・鈴鹿市、利用者 － ２月・３月分介護報酬、委託料等 － － 92,156,642
　　貯蔵品 本館２階、保育園 － 災害時用非常食・防災用具 － － 1,296,942
　　立替金 職員 － 休職時の社会保険料等 － － 134,656
　　前払金 鈴鹿市、専門学校生 － 市民会館使用料金、奨学金 － － 1,248,700
　　仮払金 地域住民 － 土地購入手付金 － － 0

207,219,194

　　土地
（特養拠点）鈴鹿市若松西六
丁目1836-1.2.3

第一種、第二種社会福祉事業
（特養・短期・通所）に使用

36,983,724

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2639-2

第一種、第二種社会福祉事業（特
養・短期・在介・訪介）に使用

27,057,112

（特養拠点）鈴鹿市若松西六
丁目1835-1

第二種社会福祉事業（通所・
東側駐車場）に使用

33,760,000

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2638-7.8

新館東側駐車場等に使用 10,309,599

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2639-1

新館北側駐車場等に使用 2,500,000

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2638-.8

新館東側駐車場等に使用 2,632,811

（保育園拠点）鈴鹿市若松西
六丁目1836-1.2.3

第二種社会福祉事業（保育
園）に使用

27,471,186

140,714,432

　　建物
（特養拠点）鈴鹿市若松西六
丁目1836-1.2.3

1989年度
特別養護老人ホーム、短期入
所生活介護事業所（本館）

504,002,575 373,032,573 130,970,002

（特養拠点）鈴鹿市若松西六
丁目1836-1.2.3

2011年度 通所介護事業所 75,184,018 19,667,176 55,516,842

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2639-2

1992年度
特別養護老人ホーム・短期入
所生活介護事業所（新館）

248,859,769 188,041,941 60,817,828

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2639-2

1994年度 在宅介護支援センター 20,142,560 13,985,953 6,156,607

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2639-2

1997年度 訪問介護事業所 14,368,500 8,922,162 5,446,338

（特養拠点）鈴鹿市上箕田町
字近田2638-8

2017年度 グループホーム 95,850,000 5,638,231 90,211,769

（保育園拠点）鈴鹿市若松西
六丁目1836-1.2.3

1981年年度 保育園 282,913,767 163,839,520 119,074,247

1,241,321,189 773,127,556 468,193,633

608,908,065

　　建物 （保育園拠点）鈴鹿市若松西六丁目 2005年度 第二種社会福祉事業保育園倉庫 1,046,000 799,430 246,570

　　構築物

鈴鹿市若松西1835-1 東側駐車場要壁 14,975,986 5,887,801 9,088,185

鈴鹿市若松西1836-1.2.3 渡り廊下、外構、中庭 6,221,228 2,762,797 3,458,431

鈴鹿市若松西1836-1.2.3 園庭遊具等 10,848,347 5,655,002 5,193,345

鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8 新館東側駐車場外構・舗装 5,583,600 592,740 4,990,860

鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8 グループホーム外構一式 3,175,200 158,760 3,016,440

鈴鹿市上箕田町字近田2638-7.8 新館東側駐車場土地ブロック塀 810,400 20,259 790,141

41,614,761 15,077,359 26,537,402

　　車輌運搬具 －

ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ　ﾘﾌﾄ付普通車 利用者送迎用 3,568,012 2,775,117 792,895

ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ　普通車 利用者送迎用 3,110,300 3,110,299 1

ﾄﾖﾀ　ﾊｲｴｰｽ　ﾘﾌﾄ付普通車 利用者送迎用 3,547,000 3,546,999 1

ﾎﾝﾀﾞ　ﾗｲﾌ　軽自動車 利用者送迎用・利用者宅訪問 940,000 939,999 1

　　　　　　　　　　　　　　　　基本財産合計

　 (2)その他の固定資産

小計

小計
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財　　産　　目　　録

平成3１年03月31日 現在

   1：法人会計

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

小計

　　　　　　　　　　　　　　　　流動資産合計

　２　固定資産

　 (1) 基本財産

小計



ﾎﾝﾀﾞ　ﾗｲﾌ　軽自動車（中古） 利用者送迎用・利用者宅訪問 420,000 35,000 385,000

ｽｽﾞｷ　ｽﾍﾟｰｼｱ　軽自動車 利用者送迎用・利用者宅訪問 1,700,000 318,750 1,381,250

ﾎﾝﾀﾞ　ﾗｲﾌ助手席ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ軽自動車 利用者送迎用 1,257,640 1,257,639 1

ｽﾊﾞﾙ自動車ｻﾝﾊﾞｰﾘﾌﾄ付軽自動車 利用者送迎用 1,631,870 1,631,869 1

ﾀﾞｲﾊﾂ　ﾐﾗﾊﾞﾝ　軽自動車 利用者送迎用・利用者宅訪問 890,839 890,838 1

ｽﾊﾞﾙ　ｽﾃﾗ　軽自動車（中古） 利用者送迎用・利用者宅訪問 389,218 32,434 356,784

ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ　軽自動車（中古） 利用者送迎用・利用者宅訪問 366,754 30,562 336,192

ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ　軽自動車 利用者送迎用・利用者宅訪問 757,915 757,914 1

18,579,548 15,327,420 3,252,128

　　器具及び備品
施設内居室、厨房、医務室、
介護士室他

－
入所者、利用者用の家具、家
電。厨房器具、医療器具、機
能訓練器具、記録用ﾓﾊﾞｲﾀﾙ他

121,157,417 105,177,837 15,979,580

　　有形リース資産 事務所、介護士室、事業所他 －
介護用ｿﾌﾄｳｴｱ、ﾊﾟｿｺﾝ一式ﾘｰｽ
料

9,104,400 4,552,194 4,552,206

　　ソフトウェア 事務所他 －
栄養管理ｿﾌﾄｳｴｱ、会計ｼｽﾃﾑｿﾌ
ﾄｳｴｱ

4,767,044 3,508,898 1,258,146

　　退職給付引当資産 三重県社会福祉事業共済会 － 共済会加入 － － 37,464,995

　　人件費積立資産 三重銀行、百五銀行他 － 将来の人件費確保 － － 56,000,000

　　修繕費積立資産 三重銀行、百五銀行他 －
将来の建替費用、各所修繕のため
に積み立てている

－ － 241,900,000

　　備品等購入積立資産 三重銀行、百五銀行他 －
将来の備品等購入、買い替えのた
めに積み立てている

－ － 49,000,000

436,191,027

1,045,099,092

1,252,318,286

　　事業未払金 3月分超過勤務手当等、業者払い － － － 41,117,063

－ － － 1,820,880

　　職員預り金 職員社会保険等 － － － 9,330,241

　　賞与引当金 賞与引当金 － － － 5,369,097

57,637,281

　　リース債務 介護用ｿﾌﾄｳｴｱ、ﾊﾟｿｺﾝ一式ﾘｰｽ料 － － － 2,879,378

　　退職給付引当金 退職給付引当金 － 37,464,995

　　長期預り金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ入所者保証金 － － － 1,350,000

41,694,373

99,331,654

1,152,986,632

　２　固定負債

　　　　　　　　　　　　　　　　固定負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計

　　　　　　　　　　　　　　　　 差引純資産

　　　　　　　　　　　　　　　　流動負債合計

小計

　　　　　　　　　　　　　　その他の固定資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産合計

　　　　　　　　　　　　　　　　　資産合計

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　１年以内返済予定リース債務


