
別紙5

財産目録
（平成27年3月31日現在〉

平成27年5月22日

（単位　円）　1頁

賞案漢書内訳 �金　　糠． 
1資産の都 �282．087．376 

流動資産 

現金預金 

現金 �303．384 

福光園 �25．370 

ケアハウス老楽園 �41．929 

ケアハウス老楽園（特定） �43．677 

老楽園デイサービスセンター �40．821 

福光園アネックス �60．196 

福光園デイサービスセンター �15，033 

グループホームやすらぎの家 �26．505 

グループホームフクちゃんハウス �49．853 

普通預金 �238．283．992 
一関信金本店随1228849　福光園 �32．930．687 

一関信金本店No1228857　福光園短期入所 �41．172．740 

一関信金本店Nol198220　福光ヘルパー �11．494．621 

一関信金本店Nol198246　老楽園 �25，487．719 

一関信金本店No1228831老楽園特定 �2．885．399 

一関信金本店Nol198238　老楽園デイ �21．209．523 

一関信金本店皿1199739　老楽園生きがいデイ �1．360，955 

一関信金駅前同0068962　本部 �1．535．854 

一関信金駅前NolO68715　福光園アわクス �36．405．718 

一関信金駅前No1130053　7お城短期入所 �14．699．531 

一関信金駅前NoO994876　福光園デイ �17．335．451 

一関信金駅前No1131512　福光園生きがいデイ �72．155 

一関信金駅前Nol125068　福光園居宅 �6．725．760 

一関信金駅前No1018697　福光園支援センナ �104．612 

一関信金駅前Noll53015　やすらぎの家 �8．603．055 

一関信金駅前Nol166503　フクちゃんハウス �16，254．781 

岩手銀行No1357423　やすらぎの家 �5．431 

信金本店　普通1228849（福光園） �32．930，687 

信金本店　普通1228857（福短） �41．172．740 

信金本店　普通1198220（へい”－） �11．494．621 

信金本店　普通1198246（老楽園） �25．487．719 

信金本店　普通1228831（特定） �2，885．399 

信金本店　普通1198238（老デイ） �21．209．523 

信金本店　普通1199739（老生きデイ） �1，360．955 

信金駅前　普通0068962（本部） �1．535．854 

信金駅前　普通1068715（アわクス） �36．405．718 

信金駅前　普通1130053（7年短〉 �14．699．531 

信金駅前　普通0994876（福デイ） �17．335．451 

信金駅前　普通1131512（福生きデイ） �72．155 

信金駅前　普通1125068（居宅） �6．725．760 

信金駅前　普通1018697（支接センター） �104．612 

信金駅前　普通1153015（やすらぎ） �8．603．055 

信金駅前　普通1166503（フグチャン） �16．254．781 

岩手銀行　普通1357423（やすらぎ） �5．431 

定期預金 �43．500，000 
一関信金駅前比0713258　7わクス短期入所 �10，000．000 

一関信金駅前NoO720457　7‡？クス短期入所 �10．000，000 

一関信金駅前NoO719694　7わクス短期入所 �2．000．000 

一関信金駅前NoO719686　福光園デイ �1．500．000 

一関信金駅前皿0720449　福光園デイ �10．000．000 

一関信金駅前皿0720465　福光園デイ �10．000．000 

事業未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙事業未収金明細書参照） �147．355．969 

未収補助金 �18．225．479 

平成26年度事業復興型雇用創出助成金13名分 �18．200．000 

平成26年度利用者負担軽減制度事業補助金 �25．479 

徴収不能引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園7秒クふ福光園デイ利用者負担金 �△271．443 

電器器器園田圏　　　　　　　　　　　　　　　　蘭TT「㌃ � 
固定資産 �284．153，259 

基本財産 

土地 
一関市萩荘字大袋56番4　宅地13，808．44億1 �12．963．800 

一関高萩種芋大袋56番4　敷地造成費 �43．785．000 

一関布教荘字大袋306番1宅地5．323轟 �8．855．313 

一関高萩荘字大袋473番　宅地23．12鷹 �272．816 

一関市萩荘字大袋305番5　宅地100轟 �170．000 

一関市萩荘字大袋306番1、473番敷地造成費 �15．750．000 

一関市実業字武奈沢39番　宅地11，088．13轟 �98．324．000 

一関市真楽手武奈沢38番2　宅地29！．151㌔ �1，165，000 
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資産・負債の内訳 �金　　額 
一関市真柴字武奈沢40番2　宅地1．4641㌔ �8．670．000 

一関市実業字岩ノ沢71番3　宅地176轟 �719．000 

一関市黄葉宇岩ノ沢90番3　宅地1，703．43五 �11．775．000 

一関市真柴字岩ノ沢91番8　宅地1．968．54轟 �24．137．000 

一関市真楽手岩ノ沢91番9　宅地1，2518．2轟 �9．470．000 

一関市真楽手岩ノ沢104番　宅地79．83轟 �457．000 

一関市真柴字岩ノ沢90番5　宅地2日81．41㌔ �11．339．000 

一関市真柴字岩ノ沢91番目　宅地3．137．84mで �6．104．680 

一関市真柴字岩ノ沢91番2　宅地796轟 �2．109．400 

一関市真楽手岩ノ沢91番19　宅地1．525．37轟 �4．041．250 

岩ノ沢91－1、91－10、91－3、93－4敷地造成費 �15．540．000 

岩ノ沢19－2、91－19、19－20敷地造成費 �8．505．000 

建物 �1．322．810．449 

特別養護老人ホーム福光園園舎1棟 �414．029．985 

福光園短期入所生活介護1棟 �102．457．205 

ケアハウス老楽園特定施設1棟 �186．985．055 

休憩所　物種1棟 �5．031．845 

ケアハウス老楽園園舎l棟 �152．998．456 

老楽園デイサービスセンター舎l棟 �71．415．545 

陶芸作業室1棟 �2．762．819 

特別養護老人ホーム福光園アわクス園舎1棟 �282．181．693 

福光園ア‡サクス短期入所生活介護1棟 �5．804．149 

自動車車庫1棟 �1 

陶芸作業室1棟 �1 

ボイラー室1棟 �3．220．833 

福光園デイサービスセンター舎l棟 �66．766．375 

休憩室1棟 �704．458 

グループホームフクちゃんハウス1棟 �28．452．029 

定期預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本財産特定預金（本部会計） �3．000．000 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基本財嚢動 �1．009．963．708 

その他の固定資産 �381．000 

土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一関市萩荘字大袋19－7　畑381魔 

建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすらぎの家賃貸物件事業用改修費 �5．807．564 

構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙固定資産管理台帳（構築物）参照 �15．358．271 

機械及び蓑田　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙固定資産管理台帳（機械及び装薗）参照 �37．761．545 

草稿運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙固定資産管理台帳（車両運搬具）参照 �9．973．162 

器具及び備品　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙固定資産管理台帳（器具及び備品）参照 �18．230．186 

投資有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和63年一関信用金庫証券 �5．000 

退職給付引当資産 �73．871，470 

福光園 �16．378．175 

福光園短期入所 �1．210．275 

福光園ヘルパーステーション �2．143．865 

ケアハウス老楽園 �8．588．525 

老楽園デイサービスセンター �5．603．325 

福光園アネックス �19．447．470 

福光園アネックス短期入所 �1，722，200 

福光園デイサービスセンター �5．402．470 

グループホームやすらぎの家 �1．863．525 

グループホームフクちゃんハウス �2．879．350 

福光園居宅介護支援事業所（支援心外含） �8．632．290 

その他の積立資産 �9．600，000 

修繕積立資産 �6．100．000 
一関信金駅前皿0720415　7高城短期入所 �4．100．000 

一関信金駅前NoO712634　やすらぎの象 �1．000．000 

一関信金駅前NoO712862　フクちゃんハウス �500．000 

一関信金駅前NoO712854　フクちゃんハウス �500．000 

備品等購入積立資産　　　　　　　　　　　　　一関信金駅前NoO720423　福光園デイ �2．500．000 

その他の横立資産　　　　　　　　　　　　　　　一関信金駅前NoO720431福光園デイ �1．000．000 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の固定資産計 �170．988．198 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定費重訂 �1．780．951．906 

筆書合計 �2．228．349．287 
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資産・負債の内訳 �金　　額 
2　負億の部 �36．495．993 

流動負債 

事業未払金　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙事業未払金明細書参照 

1年以内返済予定設備資金借入金 �43．458．000 

福光園（一関信金駅前）建築資金 �10．617．600 

福光固く福祉医療機構〉建築資金 �9，336．000 

福光園短期入所（一関信金駅前）建築資金 �3．782．400 

福光園短期入所（福祉医療機構）建築資金 �2．334，000 

老楽園特定（一関信金駅前〉建築資金 �4．800．000 

老楽園特定（福祉医簾機構）建築資金 �3．890．000 

老楽園デイ（信金駅前）がIJわクス整備資金 �1．308．000 

福光園アわクス（一関信金駅前）随・SP整備 �5，222．880 

福光園デイト関信金駅前）が“iIンケラー盤備 �911．040 

福光園デイ（福祉医療機構）E型整備 �1．150．000 

フクちゃんト関信金駅前〉けIlンクうー整備 �106．080 

預り金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園アわク細i用者l名利用料預り �96．764 

職員預り金 �98．041 

健康保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園　福光園7秒クス職員健康保険料 �34．070 

厚生年金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園　福光園アわクス職員厚生年金 �53．296 

市町県民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園デイサービス職員1名分 �6．100 

県社協共済　　　　　　　　　　　　　　　　　福光園デイサービス職則名分 �3．575 

その他預り金　　　　　　　　　　　　　　　　福光園デイサービス職員親睦会会費1名分 �1．000 

賞与引当金 �28．804．470 

福光園 �7．747．392 

福光園短期入所 �726．427 

福光園ヘルパーステーション �1．036．100 

ケアハウス老楽園 �3．465．031 

老楽園デイサービスセンター �2．355．677 

福光園アネックス �6．585．238 

福光園アネックス短期入所 �862．517 

福光園デイサービスセンター �2．141．647 

グループホームやすらぎの家 �967．740 

グループホームフクちゃんハウス �1．216．967 

福光圃居宅介護支援事業所伎援センター含） �1．699．734 

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営露重か �108．9馳88 

固定負債 �702，223．780 

設備資金借入金 
福光園（福祉医蕪機構）建築資金 �158．712．000 

福光園短期入所（福祉医寮機構）建築資金 �39．678．000 

老楽園（福祉医掠機構　一般）建築資金 �105，750．000 

老楽園（福祉医療機構　特別）建築資金 �14．250．000 

老楽園特定傭祉医療機構）建築資金 �66．130．000 

福光園デイ（福祉医療機構）B型整備 �4．600，000 

福光園卜関信金駅前）建築資金 �153．314．500 

福光園短期（一関信金駅前）建築資金 �54．435．500 

老楽園特定（一関信金駅前）建築資金 �69．250．000 

老楽園デイ（一関信金駅前）ガIIか獄整備 �3．784．000 

福光図7かクス（一関信金駅前）Ⅲ・SP整備 �27．040．155 

福光園デイ（一関信金駅前） �4．732．688 

フクちゃんハウス（一関信金駅前） �546．937 

退職給付引当金 �73．871．470 

福光園 �16．378．175 

福光園短期入所 �1．210．275 

福光園ヘルパーステーション �2．143．865 

ケアハウス老楽園 �8．588．525 

老楽園デイサービスセンター �5．603．325 

福光園アネックス �19．447．470 

福光園アネックス短期入所 �1．722，200 

福光園デイサービスセンター �5．402．470 

グループホームやすらぎの家 �1，863．525 

グループホームフクちゃんハウス �2．879．350 

福光囲居宅介護支援事業所伎援センナ含） �8．632．290 

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日定負後部 �776，095．250 

負億合計 �885．048－518 

差引継資産 �1．343．300．769 


