
別紙４

（単位：円）
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 運転資金として 82,810
普通預金 蒲郡信用金庫大塚支店他 運転資金として 258,880,866

258,963,676
有価証券
事業未収金 愛知県国保連合会他 2､3月分障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入等 90,443,302
未収金 法人本部他 仮払金及び立替金の未精算額 864,462
未収補助金 愛知県他 施設整備及び事業に係る補助金 23,752,695
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品 サポートくすの木、わくわくワーク大塚 生産活動 590,976
仕掛品 サポートくすの木 生産活動 7,962
原材料 サポートくすの木、わくわくワーク大塚 生産活動 575,077
立替金
前払金
前払費用 クオリティ・ラボ(株)他 30年度会計システム保守料他 1,395,664
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

376,593,814

土地 （つつじ寮拠点）
　蒲郡市大塚町八幡1番1､107番 開設予定である共同生活援助事業のた

めの用地
7,015,274

　豊川市御津町御馬野添149番 開設予定である共同生活援助事業のた
めの用地

17,486,008

（サポートくすの木拠点）
　豊川市御津町御馬塩浜29番2 第2種社会福祉事業である、生活介護

事業所に使用している。
49,427,614

73,928,896
建物 （つつじ寮拠点）

　蒲郡市大塚町後広畑85番地1 1982年度 175,228,000 140,367,325 34,860,675
1984年度 2,329,500 2,189,728 139,772
2011年度 25,022,500 3,578,217 21,444,283
2014年度 14,843,000 1,510,275 13,332,725

　豊川市御津町御馬野添149番地 2016年度 開設予定である共同生活援助事業のた
めの建物

4,981,821 4,981,821

（サポートくすの木拠点）
　豊川市御津町御馬塩浜29番2 1997年度 第2種社会福祉事業である、生活介護

事業所に使用している。
148,401,350 60,022,465 88,378,885

（わくわくワーク大塚拠点）
　蒲郡市大塚町後広畑25番地2 1990年度 112,304,500 59,250,747 53,053,753

2010年度 16,236,000 2,300,100 13,935,900
（地域生活支援拠点）
　蒲郡市大塚町上中島32番地2 1996年度 26,059,000 23,453,100 2,605,900
　蒲郡市大塚町野添105番地1 2007年度 31,243,666 15,689,520 15,554,146
　蒲郡市大塚町後広畑25番地4 2010年度 33,442,500 11,704,875 21,737,625
　蒲郡市大塚町後広畑25番地4 2012年度 49,846,000 11,464,580 38,381,420

308,406,905
定期預金 蒲郡信用金庫大塚支店 法人設立時に指定された基本財産 3,000,000
投資有価証券

385,335,801

建物 （つつじ寮拠点）
　蒲郡市大塚町後広畑85番地1 1982年度 第1種社会福祉事業である、施設入所

支援施設に使用している。
140,571,421 140,571,413 8

　蒲郡市大塚町後広畑25番地10 2017年度 開設予定である共同生活援助事業のた
めの建物

36,520,000 36,520,000

（サポートくすの木拠点）
　豊川市御津町御馬塩浜29番地2 1997年度 第2種社会福祉事業である、生活介護

事業所に使用している。
47,149,185 46,830,209 318,976

（わくわくワーク大塚拠点）
　蒲郡市大塚町後広畑25番地2 1990年度 第2種社会福祉事業である、生活介護

事業所に使用している。
43,719,160 38,140,190 5,578,970

42,417,954
構築物 つつじ寮他 社会福祉事業で使用する倉庫等 15,496,371 1,611,858
機械及び装置 サポートくすの木、わくわくワーク大塚 生産活動で使用する機械等 5,745,960 31,140
車輌運搬具 トヨタエスティマ他23台 利用者送迎、生産活動等で使用 54,735,841 9,136,499
器具及び備品 つつじ寮他 社会福祉事業で使用する家具、電化製品等 54,852,352 15,181,826
建設仮勘定
有形リース資産
権利
ソフトウェア つつじ寮他 社会福祉事業で使用する会計ソフト等 1,862,528 358,942
無形リース資産 つつじ寮 社会福祉事業で使用する業務支援ｼｽﾃﾑ 92,915 5,481,985
投資有価証券 法人本部 蒲郡信用金庫出資金 10,000
長期貸付金
退職給付引当資産 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 職員の退職金支給のため 33,823,900
長期預り金積立資産
積立資産
　修繕積立資産 定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他 将来における大規模修繕の目的のため 110,376,126
　備品等購入積立資産 定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他 将来における設備更新の目的のため 60,929,230
　施設整備等積立資産 定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他 将来における施設建替の目的のため 427,000,000
　移行時特別積立資産 定期預金　蒲郡信用金庫大塚支店他 旧会計基準へ移行する際計上した積立資産 6,650,000

604,955,356
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産

貸借対照表科目

小計

　（２）　その他の固定資産
土地

平成30年3月31日現在

財　　　産　　　目　　　録

小計

第2種社会福祉事業である、生活介護
事業所に使用している。

小計

小計

第2種社会福祉事業である、共同生活
援助事業住居に使用している。

基本財産合計

小計

第1種社会福祉事業である、施設入所
支援施設に使用している。

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産

流動資産合計
　２　固定資産
　（１）　基本財産



713,009,460
1,098,345,261
1,474,939,075

短期運営資金借入金
事業未払金 ３月分職員給与他 55,609,796
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金 蒲郡信用金庫他 3,318,000
１年以内返済予定リース債務 日本システムクリエイト(株) 1,207,895
未払費用
預り金 仮受金の未精算額 76,118
職員預り金 ３月分源泉所得税、住民税 7,104,633
前受金
前受収益 ４月分グループホーム家賃 1,690,800
仮受金
賞与引当金 30年6月賞与 20,062,000
その他の流動負債

89,069,242

設備資金借入金 蒲郡信用金庫他 13,612,000
リース債務 日本システムクリエイト(株) 4,367,005
退職給付引当金 職員の退職金支給のため 33,823,900
その他の固定負債

51,802,905
140,872,147

1,334,066,928

固定負債合計
負債合計

その他の固定資産合計

差引純資産

固定資産合計
資産合計

Ⅱ　負債の部
　１　流動負債

流動負債合計
　２　固定負債


