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社会福祉法人春風会 財産目録
平成28年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

資 産 負 債 の 内 訳 金  額
I資産の部

1.流動資産

現金預金 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
定期預金沼津信用金庫愛鷹支店

200,000

320,021,860

511,045,917

136,315,578

16,538,499

100,000,000

30,000,000

114,121,854

事業未収金 介護報酬
自立支援給付費
利用者請求分他
沼津市他事業委託金

418,506,146

42,712,294

89,613,056

17.859.174

568,690,670

未収金 宿直者食事代他 375,703

未収補助金 静岡県・沼津市他 333,833.216

商品・製品 袋物・刺繍タオル他 353,275

原材料 マフラータオル・ ファスナー他 188,405
日 払 金 消費税中間払い 476,900
前払費用 火災保険・車両保険他 6,338,750

流動資産合計 2,024,378,773
2.固定資産

(1)基本財産

土 地 沼津市東椎路lo39 1(宅地)他3,110.50ピ  84,734,846
沼津市東椎路17421(宅地)他 10,337,037ぷ

364,715,000

沼津市平沼9281(宅地)他3,574.82ピ   54,076,428
伊豆市大野301(宅地)他7,061.22ピ    88,865,464
伊豆の国市白山堂4089(宅地)他3,161.44ぽ

104.077.351

696,469,089

建 物 沼津市東椎路16391 鉄骨造陸屋根2階建2,365.7ピ

596,010,283

沼津市東椎路1742-1  鉄筋コンクリー ト造陸屋根
地下1階付3階建7,398,25ピ 981,008,730

沼津市平沼9291

伊豆市大野301

2階建3,937.72ピ

伊豆市牧之郷116

2階建948.38ピ

伊豆の国市田京1259-29

2階建4,236.29ピ

伊豆の国市白山堂4089

伊豆の国市田京1258-47

平屋建他1,585.63ピ

鉄骨造陸屋根4階建6,226.44ぽ

824,705,510

鉄筋 コンクリー ト造陸屋根
515,551,967

木造合金メッキ金銅板ぶき

106,664,905

鉄筋 コンクリー ト造陸屋根

466,280,145

鉄骨造陸屋根3階建2,785.49だ

604,099,785

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

237,330,940

4,331,652,265

基本財産合計 5,028,121,354

(2)そ の他の固定資産
土 地 沼津市東椎路17573(畑)406ピ 12,400,000
建 物 伊豆市月ヶ瀬4081 鉄骨増合金メッキ鋼板ぶき陸屋根

2階建  あまぎ認定こども園1,617.55ピ  350,512,477
天城デイサービス  537.50ぽ  125,507,773
中豆授産所 813.66rピ   191,759,205

沼津市東椎路17421 防災倉庫他 10.045,317

677,824,772

構築物 外構・造成工事 。こども園屋外遊具他 207,826,588

車輌運搬具 福祉車輌他 13,485,983
器具及び備品 介護へ

゛
ッド他 153,484,234

建設仮勘定 なかいず認定こども園建設 3,842,532
有形 リース資産 福祉車輌他 15,884,844
ヨ禾」 水道施設利用権 4.421.743
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社会福祉法人春風会 財産日録
平成28年 3月 31日 現在

(単位 :円 )

資  産 負 債 の 内 訳 金  額

ソフトウェア 給与 。人事奉行他 2.611.371

無形 リース資産 請求システム 2,834,370

投資有価証券 コープ組合員加入出資金 10,804
退職給付引当資産 静岡県社会福祉事業共済会 56,693,516

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

静岡中央銀行伊豆中央支店

静岡中央銀行本店
SMBC日 興証券

651,885,320

400,000,205

96,000,000

75,000,000

54,000,000

116,724,150

1,414,162,102

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

205,430,000

43,000,000
83,000,000

331,430,000

差入保証金 アパー ト保証金 100,000

長期前払費用 火災保険料他 18,498,212
施設整備等積立資産 スルガ銀行沼津青野支店

静岡銀行沼津金岡支店

20,500,000

6,250,000

26,750,000

その他の固定資産合計 2,944,761,071

固定資産合計 7,972.882.425
資産合計 9,997.261,198

Ⅱ 負債の部
1.流動負債

事業未払金 給食業者支払他 112,577,515
その他の未払金 ふらっと月ヶ瀬建設業者支払他 560,661,740
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 17,990,000
1年以内返済予定 リース債務 車輌 リース他 4,107,048

未払費用 非常勤職員給与他 36.434,687

預 り金 報酬源泉所得税他 198,708

職員預 り金 源泉所得税・住民税・社会保険料 29,321,919

前受金 アンテナ設置料 109,508

賞与引当金 167,695,819

流動負債合計 929,096,944
2.固定負

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 112,970,000
リース債務 福祉車輌他 14,612,166

退職給付引当金 静岡県社会福祉事業共生会 56,693,516

長期預 り金 スルガ銀行沼津青野支店 2,500,000

固定負債合計 186,775,682

負債合計 1.115,872.626

差引純資産 8.881.388.572


