
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 現金手許有高 運転資金として 10,000
        小口現金

    預金

    普通預金

    　きらやか銀行　山形南支店 運転資金として 185,746,964
    　きらやか銀行　寒河江支店 運転資金として 437,047,989
    　きらやか銀行　桜田支店 運転資金として 378,176,768
    　山形銀行　寒河江中央支店 運転資金として 18,408,836
    　ゆうちょ銀行 運転資金として 675,452
    定期預金

    　きらやか銀行　桜田支店 運転資金として 15,000,000
小計(預金) 1,035,056,009

小計(現金預金) 1,035,066,009
有価証券

事業未収金 国保連他 2、3月分介護保険料他 192,758,755
未収金

    未収金

小計(未収金)

未収補助金 福）山形県社会福祉協議会他 社会福祉施設経営支援特例基金利子補助金他 3,110,058
未収収益

受取手形

貯蔵品

医薬品

給食用材料

立替金 職員他 3月分山形県社会福祉振興会職員掛金他 1,056,679
前払金

前払費用

    前払費用 日本認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会 令和2年度分総合補償 161,610
    前払費用（長期前払費用振替） メコム他 令和2年度分ＮＤソフト使用権他 1,790,888

小計(前払費用) 1,952,498
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

流動資産合計 1,233,943,999

(１) 基本財産

    土地

    蔵王（軽費）拠点：山形市蔵王上野字南坂920番（軽費） 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム（Ａ型）蔵王やすらぎの里等に使用している

20,429,000
    蔵王（特養）拠点：山形市蔵王上野字南坂920番（特養・通所） 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里等に使用している

42,025,396
    、山形市蔵王半郷字石高79番6・79番7（半郷）

    寒河江拠点：寒河江市本楯二丁目24番1（老健） 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している

164,476,617
    金井拠点：山形市内表東1番・16番2（金井） 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎの里金井等に使用している

115,458,000
小計(土地) 342,389,013

    建物

    蔵王（軽費）拠点：山形市蔵王上野字南坂920・599番地1(軽費） 1985年度 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム（Ａ型）蔵王やすらぎの里等に使用している

372,472,903 321,897,530 50,575,373
    蔵王（特養）拠点：山形市蔵王上野字南坂600番地6(特養・通所) 1993年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里等に使用している

895,627,492 659,522,619 236,104,873
    、山形市蔵王半郷字南山1641番地18(特養)

    寒河江拠点：寒河江市本楯二丁目24番地1(老健・老健機械室・老健車庫) 2000年度 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している

1,020,222,796 607,837,566 412,385,230
    寒河江拠点：寒河江市本楯二丁目24番地1（保育園） 2001年度 保育所型事業所内保育事業（寒河江やすらぎの里保育園）に使用している

37,986,622 30,534,982 7,451,640
    寒河江拠点：寒河江市本楯二丁目24番地1（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 2002年度

第二種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業（寒河江やすらぎの里）に使用している

143,239,105 110,093,777 33,145,328
    寒河江拠点：寒河江市本楯二丁目24番地1（通所リハ） 2003年度 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している

55,536,114 30,652,949 24,883,165
    蔵王（特養）拠点：山形市蔵王半郷字石高79番地7（半郷） 2006年度 第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業（やすらぎの里半郷）等に使用している

66,069,703 48,531,087 17,538,616
    金井拠点：山形市内表東1番地（金井） 2007年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎの里金井等に使用している

503,893,285 392,554,391 111,338,894
小計(建物) 893,423,119

    定期預金

基本財産合計 1,235,812,132
(２) その他の固定資産

    土地

    建物 蔵王（特養）拠点：山形市蔵王上野字南坂600番地6 1994年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里に使用している

166,641 97,801 68,840
    (特養洗濯室入口枠工事）

    蔵王（特養）拠点：山形市蔵王上野字南坂600番地6 2003年度 第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業（蔵王やすらぎの里）に使用している

800,734 800,733 1
    （デイパイプ車庫）

小計(建物) 68,841
    構築物 蔵王（軽費）拠点：軽費排水溝他 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム（Ａ型）蔵王やすらぎの里等に使用している

5,421,379 5,173,733 247,646
    蔵王（特養）拠点：特養フェンス工事他 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里等に使用している

87,587,429 86,628,865 958,564
    寒河江拠点：舗装工事他 第二種社会福祉事業である介護老人保健施設寒河江やすらぎの里等に使用している

60,479,269 56,172,881 4,306,388
    金井拠点：金井造成工事他 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎの里金井等に使用している

31,189,365 28,131,041 3,058,324
小計(構築物) 8,570,922

    機械及び装置

    車輌運搬具 日産ｷｭｰﾌﾞ山形501て1200（軽費）他46台 利用者送迎用、社会福祉事業用 96,771,214 85,029,569 11,741,645
    器具及び備品 エアコン他

第一種社会福祉事業である蔵王やすらぎの里等に使用しているエアコン等生活機器、介護機器

369,159,445 323,865,919 45,293,526
    建設仮勘定

    有形リース資産 ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ一式（軽費）他 第一種社会福祉事業である軽費老人ホーム（Ａ型）蔵王やすらぎの里等に使用している事務機器

30,719,376 6,460,325 24,259,051
    権利 電話加入権（老健）他 第二種社会福祉事業である寒河江やすらぎの里等に使用している事務機器

685,440

貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

２ 固定資産

財産目録

別紙４

法人名 社会福祉法人妙光福祉会

施設名

会計単位名 社会福祉法人妙光福祉会

（ 令和 2年 3月31日現在 ） （単位：円）
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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 貸借対照表価額貸借対照表科目

財産目録
（ 令和 2年 3月31日現在 ） （単位：円）

    ソフトウェア

    無形リース資産 介護保険ｿﾌﾄ「ほのぼのNEXT」ﾘｰｽ一式他 第一種社会福祉事業である蔵王やすらぎの里等に使用している事務機器
14,353,800 1,209,640 13,144,160

    投資有価証券

    長期貸付金

    退職給付引当資産 山形県社会福祉振興会退職手当掛金 在職職員の退職手当金 127,012,323
    長期預り金積立資産

    人件費積立資産

    施設整備等積立資産

    長期前払費用 公用車リサイクル料他 施設で使用している車輛のリサイクル料等 4,212,618
    その他の固定資産

    徴収不能引当金

その他の固定資産合計 234,988,526
固定資産合計 1,470,800,658

資産合計 2,704,744,657

短期運営資金借入金

事業未払金 3月分職員給料他 88,511,810
その他の未払金

    その他の未払金

小計(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 設備資金借入金令和2年度返済予定分 58,725,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務 日立キャピタル株式会社令和2年度返済予定分 8,412,934
1年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用 独）福祉医療機構　未払利息 998,029
預り金 3月分職員外源泉所得税 25,245
職員預り金

    職員預り金

        源泉所得税 3月分職員源泉所得税 1,406,312
        社会保険料 3月分職員社会保険料 2,536,499
        住民税

        その他

小計(職員預り金) 3,942,811
前受金 ソフトバンク㈱令和2年度収益 2,389,860
前受収益

仮受金

賞与引当金 賞与引当金 45,109,000
未払法人税等

 その他の流動負債

    未払消費税

    その他の流動負債

小計(その他の流動負債)

流動負債合計 208,114,689

設備資金借入金 独）福祉医療機構　山形銀行 231,735,000
長期運営資金借入金

リース債務 日立キャピタル株式会社 29,504,386
役員等長期借入金

退職給付引当金 山形県社会福祉振興会退職手当掛金 127,012,323
長期未払金

長期預り金

その他の固定負債

固定負債合計 388,251,709
負債合計 596,366,398

差引純資産 2,108,378,259

２ 固定負債

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債
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