






別紙4
財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目 I 蝙所・物抵等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価微却累計額 袋借対照表価額

I 
1灸流

産
助

の

安
部

産

現金預金 195,973,975 
現金： 特姿視企手許有高 特別黎渡老人ホーム会計の迩院姿金として 12,371 

デイ弐企手許有窃 デイサービス会�tの遮転資金として 17,085 
支扱弐企手許右窃 支援センクー会�tの速転姿企として 17,000 
GH弐金手許有高 グループホーム会叶の迎転資金として 10,068 

小計 56,524 
笹追預金 本部百十四扱苦守京部支店 法人本部会計の速転姿企として 5,110,343 

特茨百十四親苦守束部支店 特別焚設老人ホーム会叶の迎底安企として 54,665,340 
特芙股協大野原支店 特別養喋老人ホーム会ttの迎転資企として 740,369 
況ート百十四観音守東部支店 シロ ー トステイ会計の運転資金として 2,234,945 
況ート燐協大野原支店 シコ ー トステイ会計の述症資金として 268,425 
デイ百十四設苦守京部支店 デイサー ビス会許の速転資金として 39,953,329 
デイ底協大野原支店 デイサーどス会itの迎転資金として 1,196,455 
生きがい百十四設音守束部支店 生きがいサーピス会計の迎転資企として 670,342 
文扱百十四観音守京部支店 支センク ー会許の迎岳姿金として 5,457,192 
GH百十四観音守束部支店 グループホ ーム会計の速転資企として 28,897,985 
GH炭協大野原支店 グループホーム会計の速転資金として 263,740 
GH百十四奴若守京部支店 グループホーム会計の瑯院資金として 2,301.478 

小舒 141. 759.943
定期預金 本部農協丑中支店 法人本部会計の迎転資金として 10,157,508

特狡股協大野原支店 特別薬渡老人ホーム会ttの速転資金として 20,000,000
デイ燐協大野原支店 デイサー ピス会計の速転資金として 24,000,000

小s't 54,157、508
亭業未収金 特別器殴老人ホーム 介苺被酬（国保速合会） 事菜収入として 28,176,272

利用宅久担企 雰業収入として 3,740,574
三翌市 寧棠収入として 2,891 

観音寺市 零業収入として 61,739 
シコ ー トステイ 介芯報酬（田保迎合会） 亭棠収入として 4,476,005 

利用名女担企 事棠収入として 1,400,901 
デイサーピス 介殴報躙（回保遮合会） 寧棠収入として 12,948,395 

利用者久担企 事棠収入として 2,352,696 
介渡支扱センタ ー 介瑛報酬（国保連合会） 事業収入として 3,303,480 

三是市 事業収入として 65,943 
グループホーム 介渡報酬（国保遮合会） 亨棠収入として 9,362,739 

利用宅負担企 亨業収入として 1,975,829 
香川県民問社会福祉施設捩興紺団 退職者退職企： 350,520 
識旦 3月分社会保険料職員負担分 2,447,574 

小井 70,665,558 
1 年以内前払喪用 束京悔上日勁火災保険（株） 翌期火災保険料として 462,840 
そ の 他 の流勒壺産 血諮リサイクル料 137,980 

流勁 資産合計 267.240,353 
2 固疋安産
(1) 苺本京匡

廷物 1,055,615,277 688,662,526 366,952,751 
廷物 （とよなか荘）香） 1 ［屎三央市迂中町笠田竹田 1998年度 棠第等1 稲使

社
用
会
の

福
建祉物

亭棠および第 2稲社会福祉寧 917,304,130 603,349,482 313,954,648 697番地1
2002年度 第

使用
2 菰

の
社

姑
会

物
福祉事業である、グループホーム 138,311,147 85,313,044 52,998,103 

小許 366,952,751 
定瑚預金 本部定期百十四競音守京部支店 l法人本部会舒 苓本吋庶定期頸金として I— I— 1.000.000 

基禾財産否弼 367.952 、751
(2) そ の他 の 固疋資産

構築物 栴築物 殻中福祉会の社会福址事業にて使用している 2,868,079 2,376,909 491,170 
様被及び装匠 特浴裟近 他3件 翌：中福祉会の社会福祉事棠にて使用している 11,608,620 8,956,056 2,652,564 
享輌迩搬具 送迎用バス 他13件 盛中福祉会の社会福祉事業にて使用している 28,670,245 26,819,418 1,850,827 
器具及び備品 応立用ベッド（ワクキュ ーセイモア） 他124件 盛中福祉会の社会福祉事菜にて使用している 58,837,981 47,450,273 11,387,708 
施利 磁話権 他1件 生中福祉会の社会福祉事業にて使用している 518,000 ゜ 518,000 
ソフトウェア ソフトウニアー式 他針牛 翌中福祉会の社会福祉事業にて使用している 5,072,094 5,066,424 5,670 
退職絵1寸弓［当資産 香川限民間社会紐祉施殴振興財団 迫職共済掛企翠 1ナ金 16,062,818 
施設整偲等萩立安産 特姜定期百十四観音守京部支店 特別茶裳老人ホーム会叶の施設班伽の為の禎立変産 29,100,000 

特染定期股協大野原支店 特別筏裳老人ホーム公酎·の施股蛇伽の為の禎立変逆 10,000,000 
沢ート定期百十四哉若守京部支店 シコ ー トステイ会計の施設繋仰の為の叙立資茄 17,050,000 
幻ート定期版協大野原支店 シコ ー トステイ会計施設堅備の為の茨立姿産 21,146,221 
幻ート定期股協大野原支店 ショ ー トステイ会tt施設濫伽の為の和立姿庶 30,035,244 
デイ定期百十四観苦守文部支店 デイサー ピス会計の施設器備の為の殺立資産 27,950,000 
デイ定期農協大野原支店 デイサービス会計の施設整備の為の殺立資産 31,719,293 
デイ定期混協大野原支店 デイサービス会計の施設墜仰の為の液立資産 210,176,220 
GH定期版協大野原支店 グ）レー プホーム会計の旋設腕佃の為の禎立資迩 10,017 622 

小計 387,194,600 
長期詞払費用 束京海上日勁火災保険（株） 火災保険料として 1,157,101 
移行時特別殺立預金 本部定期百十四観若守京部支店 法人本部会計移行時特別和立企として 726,075 

特焚定期百十四観音守京部支店 特別茶惑名人ホーム会計移行Iが特別萩立企として 940,683 
デイ定期百十四1Jl音守京部支店 デイサー ビス会計移行時特別殺立企として 4,045,942 

小奇 5、712,700
そ の他の固定吝産 介瑛奨学企 奨学金として 960.000 

そ の他 の 固定袋産合計 427 り993,158
固疋資産合計 795,945,909 

資産合奇 1,063,186,262 
I[ 文仮の 部

1 流勁負1資
亭業未払金 3月分諾経哭 15,675,477 
そ の 他 の末払金 3月分退職共済担<と 166,302 
未払喪用 職反等の3月分給与 5,984,187 
頚り金 禄酬源泉所得税の頼り企 20,420 
職只預り金 職員の源泉所得税および住民税の預り企 1,166,510 
仮受金 利用料過誤入企分 84 
質与弓1当金 裳与の支給に仰えるため 18、503,000

流助 負恨合計 41,515,980 
2 固定女依

退競給付弓 l 当金 1呑JII 屎民問社会 福祉施設振興財団 l— l— 16 062,818 
固 忍質合計 16,062,818 

奨合計 57,578 、798
-z 弓I純資産 1.005,607,464 

（単位：Pl)
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