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財産目録
平成27年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

事業・拠点  [9001:春 風会 ]

資  産 負 債 の 内 訳 金  額
I資産の部
1 流動資産

現金預金

250,000

234,748,036

158,266,959

100,972,758

18,492,575

100,000,000

398,000,000

30,000,000

小日現金

普通預金スルガ銀行沼津青野支店

普通預金スルガ銀行修善寺支店

普通預金スルガ銀行伊豆中央支店

普通預金静岡銀行金岡支店
定期預金スルガ銀行沼津青野支店

定期預金スルガ銀行伊豆中央支店

定期預金沼津信用金庫愛鷹支店

1,040,730,328

事業未収金

介護報酬

自立支援給付費

利用者請求分

沼津市他事業委託金

職員給与立替金他

429,282,482

34,940,103

80,667,765

15,638,095

3.425,136

563,953,581

未収金 宿直者食事代他 129,085

未収補助金 伊豆の国市・静岡県他 149,498,042

商品・製品 袋物・タオル他 150,867

原材料 タオル・ ミシン糸他 115,886
前払金 保険料 799,970

前払費用 火災保険・車両保険他 5,399,278

流動資産合計 1,760,777,037
2.固定資産

(1)基本財産

土 地

沼津市東椎路16391(宅 地)他3110.50J  84,734,846
伊豆市大野301(宅地)他7061.22ピ     88,865,464
沼津市平沼9281(宅地)他3574.82ポ    54,076,428
沼津市東椎路17421(宅地)他 10337.37ざ 364,715,000

伊豆の国市白山堂4089(宅地)他2241.44ポ 78,473.148

670,864,886

建 物

沼津市東椎路16391
鉄骨造陸屋根2階建2365.7ビ        623,290,086
沼津市東椎路17421
鉄筋コンクリー ト造陸屋根地下1階付3階建7398.25ピ

1,033,912,503

伊豆市大野301

鉄筋コンクリー ト造陸屋根2階建3937.72ぷ 546,511,778

伊豆の国市田京125929
鉄筋コンクリー ト造陸屋根2階建他4236.29ピ

493,127,152

沼津市平沼9291
鉄骨造陸屋根階建6226.44ポ        860,859,722
伊豆市牧之郷116

木造合金メッキ金銅板ぶき2階建948.38ピ  115,188,480
伊豆の国市田京125847
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建他1585.63ぷ

249,606,044

伊豆の国市白山堂4089
鉄骨造陸屋根3階建2785.49ピ       628,304,703

4,550,800,468

基本財産合計 5,221,665,354
(2)そ の他の固定資産

土 地 シヨ落F荷ラフモ利菫協る1757-3 (1田 )406rざ 12,400,000
建 物 沼津市東椎路17421防災倉庫他 10,968,378

構築物 外構・造成工事 146,812,112
車輌運搬具 冨祉車輌他 15,625,445
器 具及び備 品 )護へ

゛
ッド他 158,739,501
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財産目録
平成27年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

事業・拠点  [9001:春 風会 ]

資  産 負 債 の 内 訳 金  額

建設仮勘定 ふらっと月ヶ瀬建設 25,812,770

有形 リース資産 福祉車輌他 15,918,312

権利 水道施設利用権 1,125,290
ソフ トウェア 給与 。人事奉行他 3.572,337

無形 リース資産 庁日Jtシステム 3,865,050

投資有価証券 コープ組合 員加入出資金 10,796

退職給付引当資産 静岡県社会福祉事業共済会 52,962,620

長期預 り金積立資産 スルガ銀行沼津青野支店 2.500,000

施設設備整備積立資産
スルガ銀行沼津青野支店
スルガ銀行修善寺支店
スルガ銀行伊豆中央支店

静岡中央銀行修善寺支店

静岡中央銀行本店
SMBC日 興証券

589.585,320

845.225,000

96,000,000

102,000,000

54,000,000

116.671.500

1,803,481,820

人件費積立資産
スルガ銀行沼津青野支店
スルガ銀行修善寺支店
スルガ銀行伊豆中央支店

静岡銀行金岡支店

175,330,000

43,000,000

83,000,000

7,100,000

308,430,000

施設整備等積立資産 スルガ銀行沼津青野支店 20,500,000

長期前払費用 火災保険料他 18,197,724

その他の固定資産合計 2,600,922,155

固定資産合計 7,822,587,509

資産合言 9,583,364,546

Ⅱ 負債の部

1.流動 負 債

事業未払金 建設業者支払他 613,474,011
1年以内返済予定設備資金借入金     独立行政福祉法人福祉医療機構 17,990,000
1年以内返済予定 リース債務 福祉車輌他 3.666.648

未払費用 非常勤職員給与他 18,239,561

預 り金 源泉税他 375,792

職員預 り金 所得税・住民税・社会保険料 27,100,012

前受金 アンテナ設置料 109,508

賞与引当金 162.983.036

流動負債合計 843,938,568
2.固定負債

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 130,960,000

リース債務 福祉車輌 16,116,714

退職給付引当金 静岡県社会福祉事業共済会 52,962,620

長期預 り金 2.500,000

固定負債合計 202,539,334

負債合計 1.046.477.902

差引純資産 8,536,886,644


