
社会福祉法人　北陽会

（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 多機能型事業所    ２４ 運転資⾦ 50,000

預 ⾦ 北洋銀⾏ 普通預⾦ 法⼈本部 運転資⾦ 8,415,607

預 ⾦ 北⾒信⽤⾦庫 当座預⾦ 法⼈本部 運転資⾦ 2,017,236

預 ⾦ 北洋銀⾏ 普通預⾦    光星苑拠点 運転資⾦ 15,196,829

預 ⾦ 北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦    光星苑拠点 運転資⾦ 3,983,952

預 ⾦ 北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦       苑拠点 運転資⾦ 23,926,034

預 ⾦ 北洋銀⾏ 普通預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 運転資⾦ 34,346,574

預 ⾦ 北洋銀⾏ 普通預⾦ 多機能型事業所    ２４ 運転資⾦ 26,025,229

預 ⾦ 北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦ 多機能型事業所    ２４ 運転資⾦ 21,414,691

預 ⾦ 北洋銀⾏ 普通預⾦ 相談⽀援事業所  拠点 運転資⾦ 7,797,705

預 ⾦ 北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦    希楽苑拠点 運転資⾦ 52,113,601

預 ⾦      農協 普通預⾦    希楽苑拠点 運転資⾦ 9,992

預 ⾦      農協 定期預⾦    希楽苑拠点 運転資⾦ 40,000,000

預 ⾦ 北洋銀⾏ 普通預⾦    事業所歩 夢拠点 運転資⾦ 3,779,359

⼩計 239,076,809

事業未収⾦ るべしべ光星苑拠点 ⾃⽴⽀援給付費他 35,851,939

事業未収⾦ るべしべやよい苑拠点 ⾃⽴⽀援給付費他 36,733,880

事業未収⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 ⾃⽴⽀援給付費他 25,443,654

事業未収⾦ 多機能型事業所サークル２４拠点 ⾃⽴⽀援給付費他 12,884,274

事業未収⾦ 相談⽀援事業所ぴあ拠点 ⾃⽴⽀援給付費他 1,480,400

事業未収⾦ るべしべ希楽苑拠点 介護報酬他 39,758,693

事業未収⾦     事業所歩 夢拠点 介護報酬他 988,793

⼩計 153,141,633

商品・製品 るべしべやよい苑拠点 窯業製品等棚卸し 571,450

商品・製品 多機能型事業所サークル２４拠点 パン他製品棚卸し 19,507

⼩計 590,957

原材料 多機能型事業所サークル２４拠点  他製品原材料 223,396

⽴替⾦ 法⼈本部 グループホーム家賃 1,114,000

⽴替⾦ るべしべ希楽苑拠点 医療費他 477,282

⼩計 1,591,282

前払費⽤ 法⼈本部 職員住宅⽕災保険料前払分 40,419

前払費⽤ るべしべ光星苑拠点 建物⽕災保険料 ⾃動⾞保険料前払分 233,301

前払費⽤ るべしべやよい苑拠点 建物⽕災保険料 ⾃動⾞保険料前払分 155,563

前払費⽤ 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 建物⽕災保険料 ⾃動⾞保険料他前払分 75,844

前払費⽤ 多機能型事業所サークル２４拠点 建物⽕災保険料 ⾃動⾞保険料前払分 139,972

前払費⽤ 相談⽀援事業所ぴあ拠点 ⾃動⾞保険料前払分 7,638

前払費⽤ るべしべ希楽苑拠点 建物⽕災保険料 ⾃動⾞保険料前払分 319,380

前払費⽤     事業所歩 夢拠点 ⾃動⾞保険料前払分 3,901

⼩計 976,018

0 0 395,600,095

⼟地 北⾒市留辺蘂町栄町127番21 るべしべ光星苑敷地 54,781,450

⼟地 北⾒市留辺蘂町栄町152番18 るべしべ光星苑敷地 8,972,796

⼟地 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番9 るべしべやよい苑敷地 17,076,000

⼟地 北⾒市留辺蘂町旭南57番49 共同⽣活援助事業所旭荘（旭荘）敷地 3,613,812

⼟地 北⾒市留辺蘂町旭南57番13 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（さつき）敷地 915,000

⼟地 北⾒市留辺蘂町旭中央24番19 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（せいわ）敷地 6,087,000

⼟地 北⾒市留辺蘂町旭旭1区145番5 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（光星舎）敷地 5,180,000

⼟地 北⾒市留辺蘂町上町168番3 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（ﾊﾟﾚﾌﾗﾝｾ）敷地 1,756,000

⼟地 北⾒市留辺蘂町上町143番1 るべしべ希楽苑敷地 23,175,582

⼩計 121,557,640

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2003年度 るべしべ光星苑苑舎 842,503,000 450,904,485 391,598,515

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2012年度 るべしべ光星苑⼩舎ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 14,091,000 12,916,750 1,174,250

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2014年度 るべしべ光星苑床取替、浴室窓ガラス取替 361,800 202,005 159,795

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2018年度 るべしべ光星苑屋上防⽔補修 7,020,000 211,595 6,808,405

建物 北⾒市留辺蘂町栄町152番地18 2008年度 るべしべ光星苑作業所（ひだまり） 31,804,500 16,263,662 15,540,838

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2011年度 るべしべ光星苑作業所（すまいる） 26,859,000 9,970,381 16,888,619

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1987年度 るべしべやよい苑苑舎 363,150,000 270,834,245 92,315,755

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 2011年度 るべしべやよい苑ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 39,375,000 39,374,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 2019年度       苑⾮常⽤発電機切替盤設備 1,242,000 48,300 1,193,700

建物 北⾒市留辺蘂町旭南57番地49 1989年度 共同⽣活援助事業所旭荘（旭荘）建物 29,800,000 29,799,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町旭南57番地13 1975年度 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（さつき）建物 37,750,000 37,749,998 2

建物 北⾒市留辺蘂町旭南57番地13 2018年度 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（さつき）ﾎﾞｲﾗｰ 1,944,000 172,800 1,771,200

建物 北⾒市留辺蘂町旭中央24番地19 1977年度 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（せいわ）建物 42,944,000 42,943,998 2

建物 北⾒市留辺蘂町旭1区145番地5 1996年度 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（光星舎）建物 88,981,700 71,474,408 17,507,292

建物 北⾒市留辺蘂町上町168番地3 2009年度 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24（ﾊﾟﾚﾌﾗﾝｾ）建物 3,364,000 3,363,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1991年度 るべしべ希楽苑（特養･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）苑舎 571,279,961 434,074,524 137,205,437

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 2006年度 るべしべ希楽苑（特養）談話室改修 7,941,000 3,532,393 4,408,607

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 2018年度    希楽苑⾮常⽤発電機切替盤設備 896,400 79,680 816,720

⼩計 687,389,140

2,111,307,361 1,423,918,221 808,946,780

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1990年度 職員住宅（法⼈本部拠点） 16,892,000 16,891,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1991年度 職員住宅（法⼈本部拠点） 19,855,000 19,854,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2003年度 るべしべ光星苑　仮設ハウス（物置⽤） 577,500 428,785 148,715

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2003年度 るべしべ光星苑　仮設ハウス（物置⽤） 577,500 428,785 148,715

建物 北⾒市留辺蘂町栄町127番地21 2017年度    光星苑 ⾞庫     4,588,920 370,072 4,218,848

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1986年度       苑⾞庫 3,697,000 3,696,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1986年度 るべしべやよい苑物置 1,500,000 1,499,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1997年度 るべしべやよい苑物置（漬物⽤） 990,000 989,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 2005年度 るべしべやよい苑仮設ハウス（物置⽤） 992,250 992,249 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1986年度 るべしべやよい苑作業棟（窯業棟） 5,596,000 5,595,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1986年度 るべしべやよい苑作業棟（窯業棟増築） 2,548,500 2,548,499 1

建物 北⾒市留辺蘂町滝 湯129番地9 1997年度 るべしべやよい苑作業棟（園芸棟） 1,998,200 1,998,199 1

建物 北⾒市留辺蘂町旭中央24番地19 1989年度 共同⽣活援助事業所旭荘（物置⽤） 8,400,000 8,399,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1991年度    希楽苑 ⾞庫 ⾃転⾞置 物置 948,900 948,896 4

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1992年度    希楽苑 ⾞庫 物置 479,568 479,566 2

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1993年度    希楽苑 ⾞庫 350,200 350,199 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1996年度 るべしべ希楽苑　物置 338,664 338,663 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 2007年度 るべしべ希楽苑　ユニットハウス（物置） 525,000 443,333 81,667

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 2008年度 るべしべ希楽苑　ユニットハウス（物置） 552,300 417,293 135,007

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1991年度    希楽苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ⾞庫 2,884,000 2,883,999 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1993年度    希楽苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ⾞庫 350,200 350,199 1

建物 北⾒市留辺蘂町上町143番地1 1999年度    希楽苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ⾞庫 370,000 369,999 1

⼩計 4,732,973

Ⅰ　資産の部
 １ 流動資産

財　　　　　産　　　　　⽬　　　　　録

貸借対照表科⽬

令和2年3⽉31⽇現在

流動資産合計
　２　固定資産
　（１）　基本財産

基本財産合計
　（２）　その他の固定資産
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社会福祉法人　北陽会

（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

財　　　　　産　　　　　⽬　　　　　録

貸借対照表科⽬

令和2年3⽉31⽇現在

構築物 るべしべ光星苑 外構設備他 38,629,350 36,959,195 1,670,155

機械及び装置 るべしべ光星苑拠点 防犯カメラシステム⼀式 2,414,448 1,176,038 1,238,410

機械及び装置 るべしべやよい苑拠点 ⾮常通報装置他 8,026,780 8,026,766 14

機械及び装置 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24(光星舎) 業務⽤洗濯機他 17,510,268 17,510,258 10

機械及び装置 るべしべ希楽苑拠点 ⾮常/⽕災通報装置 283,500 283,499 1

⼩計 1,238,435

⾞輌運搬具 るべしべ光星苑拠点 トヨタ　ハイエース 2,662,394 2,662,393 1

⾞輌運搬具 るべしべ光星苑拠点 トヨタ　トヨエース 2,238,126 2,238,125 1

⾞輌運搬具 るべしべ光星苑拠点 ホンダ　ステップワゴン 2,120,000 2,119,999 1

⾞輌運搬具 るべしべ光星苑拠点 マツダ　AZワゴン 1,039,754 1,039,753 1

⾞輌運搬具 るべしべ光星苑拠点 トヨタ　ハイエース 3,308,696 1,102,900 2,205,796

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 トヨタ　ハイエース 2,950,000 2,949,999 1

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 ニッサン　キャラバンチェアキャブ 3,624,000 3,623,999 1

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 ニッサン　リバティー 2,286,550 2,286,549 1

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 コマツ　ホイルローダ　WA40 4,400,000 4,399,999 1

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 トヨタ　レジアスエース 4,119,313 1,830,805 2,288,508

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 トヨタ　ノア 2,742,990 38,097 2,704,893

⾞輌運搬具 るべしべやよい苑拠点 シバウラ　トラクター４WDD27MFF 1,606,000 1,605,999 1

⾞輌運搬具 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 トヨタ　ヴォクシー 2,809,443 1,248,640 1,560,803

⾞輌運搬具 多機能型事業所サークル２４拠点 トヨタ　ハイエース 2,470,710 2,470,709 1

⾞輌運搬具 多機能型事業所サークル２４拠点 トヨタ　ヴィッツ 768,740 768,739 1

⾞輌運搬具 多機能型事業所サークル２４拠点 トヨタ　タウンエース 1,711,550 1,711,549 1

⾞輌運搬具 相談⽀援事業所ぴあ拠点 トヨタ　タンク 1,850,320 822,363 1,027,957

⾞輌運搬具 るべしべ希楽苑拠点 トヨタ　ハイエース 3,290,000 3,289,999 1

⾞輌運搬具 るべしべ希楽苑拠点 トヨタ　レジアスエース 2,731,412 2,617,601 113,811

⾞輌運搬具 るべしべ希楽苑拠点 トヨタ　ピクシスエポック 1,054,170 527,084 527,086

⼩計 10,428,867

器具及び備品 るべしべ光星苑拠点 電気冷蔵庫他備品 26,733,000 20,439,376 6,293,624

器具及び備品 るべしべやよい苑拠点 除雪機他備品 22,251,084 20,574,663 1,676,421

器具及び備品 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 ⾞庫他備品 5,416,868 4,150,999 1,265,869

器具及び備品 多機能型事業所サークル２４拠点 カラーテレビ他備品 9,295,747 7,996,703 1,299,044

器具及び備品 相談⽀援事業所ぴあ拠点 パソコン他備品 570,996 321,573 249,423

器具及び備品 るべしべ希楽苑拠点 理容椅⼦他備品 46,457,424 38,782,102 7,675,322

⼩計 18,459,703

有形リース資産 多機能型事業所サークル２４拠点 トヨタ　ハイエースウエルキャブ 3,840,000 768,000 3,072,000

有形リース資産 多機能型事業所サークル２４拠点 トヨタ　ノアⅩウエルジョイン 3,758,400 689,040 3,069,360

有形リース資産 るべしべ希楽苑拠点 トヨタ　ハイエース 3,114,000 363,300 2,750,700

⼩計 8,892,060

権利 るべしべ光星苑拠点 電話加⼊権 74,984 0 74,984

権利 るべしべやよい苑拠点 電話加⼊権 147,600 0 147,600

権利 多機能型事業所サークル２４拠点 電話加⼊権 74,984 0 74,984

⼩計 297,568

ソフトウェア るべしべ光星苑拠点 パソコンソフトウエア（Vector Works) 197,400 197,400 0

ソフトウェア るべしべ希楽苑拠点 パソコンソフトウエア（介護保険システム他） 4,269,000 2,322,299 1,946,701

⼩計 1,946,701

投資有価証券 法⼈本部 北⾒信⽤⾦庫出資⾦ 100,000

退職給付引当資産 るべしべ光星苑拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 25,008,193

退職給付引当資産 るべしべやよい苑拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 31,265,000

退職給付引当資産 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 26,730,171

退職給付引当資産 多機能型事業所サークル２４拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 9,033,535

退職給付引当資産 相談⽀援事業所ぴあ拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 2,357,400

退職給付引当資産 るべしべ希楽苑拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 43,016,000

退職給付引当資産     事業所歩 夢拠点 職員共済会退職⼿当預 ⾦ 1,345,425

⼩計 138,755,724

⼈件費積⽴資産 北洋銀⾏ 普通預⾦    光星苑拠点 ⼈件費積⽴ 3,100,000

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦       苑拠点 ⼈件費積⽴ 78,000,000

北洋銀⾏ 普通預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘 ⼈件費積⽴ 2,100,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘 ⼈件費積⽴ 3,400,000

北⾒信⽤⾦庫 定期預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘 ⼈件費積⽴ 350,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 相談⽀援事業所  拠点 ⼈件費積⽴ 2,000,000

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦    希楽苑拠点 ⼈件費積⽴ 2,000,000

⼩計 90,950,000

修繕積⽴資産 北洋銀⾏ 普通預⾦    光星苑拠点 修繕費⽤積⽴ 1,000,000

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦       苑拠点 修繕費⽤積⽴ 118,400,000

北洋銀⾏ 普通預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘 修繕費⽤積⽴ 7,100,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘 修繕費⽤積⽴ 1,000,000

北⾒信⽤⾦庫 定期預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘 修繕費⽤積⽴ 4,300,000

北洋銀⾏ 普通預⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24 修繕費⽤積⽴ 2,390,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24 修繕費⽤積⽴ 10,200,000

北⾒信⽤⾦庫 定期預⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24 修繕費⽤積⽴ 13,000,000

⼩計 157,390,000

備品等購⼊積⽴資産 北洋銀⾏ 普通預⾦    光星苑拠点 備品購⼊費⽤積⽴ 2,671,000

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦       苑拠点 備品購⼊費⽤積⽴ 12,000,000

北洋銀⾏ 普通預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘備品購⼊費積⽴ 4,600,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘備品購⼊費積⽴ 8,800,000

北⾒信⽤⾦庫 定期預⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘備品購⼊費積⽴ 600,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24備品購⼊費⽤積 4,100,000

北⾒信⽤⾦庫 定期預⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24備品購⼊費⽤積 7,400,000

北洋銀⾏ 定期預⾦ 相談⽀援事業所   備品購⼊費⽤積⽴ 2,000,000

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦    希楽苑拠点 備品購⼊費⽤積⽴ 1,105,000

⼩計 43,276,000

移⾏時特別積⽴資産 北洋銀⾏ 普通預⾦    光星苑新会計基準移⾏時 積⽴⾦ 50,843,295

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦       苑新会計基準移⾏時 積⽴ 122,516,439

北洋銀⾏ 普通預⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24新会計移⾏時 積
⽴⾦

35,788,257

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦    希楽苑新会計基準移⾏時 積⽴⾦ 18,560,512

⼩計 227,708,503

建設積⽴資産      農協 定期預⾦ 法⼈本部 建物建設費⽤積⽴ 2,400,000

北洋銀⾏ 普通預⾦ 法⼈本部 建物建設費⽤積⽴ 19,654,000

北⾒信⽤⾦庫 普通預⾦       苑 改築費⽤積⽴ 14,500,000

⼩計 36,554,000

特定積⽴資産      農協 定期預⾦ 法⼈本部 記念式典等経費積⽴ 2,000,000

北洋銀⾏ 普通預⾦ 法⼈本部 記念式典等経費積⽴ 2,130,000

⼩計 4,130,000

  他 積⽴資産      農協 定期預⾦ 法⼈本部 記念誌等発⾏費⽤積⽴ 1,700,000

317,992,953 270,326,491 748,230,689

2,429,300,314 1,694,244,712 1,557,177,469

2,429,300,314 1,694,244,712 1,952,777,564

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
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社会福祉法人　北陽会

（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

財　　　　　産　　　　　⽬　　　　　録

貸借対照表科⽬

令和2年3⽉31⽇現在

事業未払⾦ るべしべ光星苑拠点 8,030,035

事業未払⾦ るべしべやよい苑拠点 9,927,009

事業未払⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 6,367,621

事業未払⾦ 多機能型事業所サークル２４拠点 3,601,857

事業未払⾦ 相談⽀援事業所ぴあ拠点 135,617

事業未払⾦ るべしべ希楽苑拠点 7,664,942

事業未払⾦     事業所歩 夢拠点 116,762

⼩計 35,843,843

１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ るべしべ光星苑拠点 8,930,000

１年以内返済予定   債務 多機能型事業所サークル２４拠点 1,519,680

１年以内返済予定   債務 るべしべ希楽苑拠点 622,800

⼩計 2,142,480

職員預 ⾦ 法⼈本部 4,634,243

賞与引当⾦ るべしべ光星苑拠点 7,116,665

賞与引当⾦ るべしべやよい苑拠点 7,115,810

賞与引当⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 3,415,836

賞与引当⾦ 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24拠点 1,806,739

賞与引当⾦ 相談⽀援事業所ぴあ拠点 673,133

賞与引当⾦ るべしべ希楽苑拠点 9,817,000

賞与引当⾦     事業所歩 夢拠点 367,741

⼩計 30,312,924

0 0 81,863,490

設備資⾦借⼊⾦ るべしべ光星苑拠点 17,460,000

リース債務 多機能型事業所ｻｰｸﾙ24拠点 4,621,680

リース債務 るべしべ希楽苑拠点 2,127,900

⼩計 6,749,580

退職給付引当⾦ るべしべ光星苑拠点 25,008,193

退職給付引当⾦ るべしべやよい苑拠点 31,265,000

退職給付引当⾦ 共同⽣活援助事業所旭荘拠点 26,730,171

退職給付引当⾦ 多機能型事業所サークル２４拠点 9,033,535

退職給付引当⾦ 相談⽀援事業所ぴあ拠点 2,357,400

退職給付引当⾦ るべしべ希楽苑拠点 43,016,000

退職給付引当⾦     事業所歩 夢拠点 1,345,425

⼩計 138,755,724

0 0 162,965,304

0 0 244,828,794

2,429,300,314 1,694,244,712 1,707,948,770

（記載上 留意事項）
・⼟地、建物が複数ある場合には、科⽬を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 使⽤⽬的等欄   社会福祉法第55条 2 規定 基  社会福祉充実残額 算定 必要 控除対象財産 判定 ⾏    各資産及 各負債 使⽤⽬的 
　簡潔に記載すること。
 ｢貸借対照表価額｣欄  ｢取得価額｣欄 ｢減価償却累計額｣欄 差額 同額      留意     
・同⼀の科⽬について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科⽬を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と⼀致させるものとする。
 建物      ｢取得年度｣欄 記載     
 減価償却資産（有形固定資産 限 ）      ｢減価償却累計額｣欄 記載     
 ⾞両運搬具 ○○  会社名 ⾞種 記載     ⾞両     任意記載    
 預⾦ 関  ⼝座番号 任意記載    
・負債については、使⽤⽬的等の欄の記載を要しない。

 １ 流動負債

流動負債合計
　２　固定負債

固定負債合計
負債合計

差引純資産
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