
別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目 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 ― ― 872,557
     普通預金 常陽銀行 ― 運転資金等 ― ― 1,046,887,411

東日本銀行 ― 運転資金等 ― ― 458,232
     定期預金 東日本銀行 ― 運転資金等 ― ― 21,938

1,048,240,138

   事業未収金 ― 介護報酬等 ― ― 76,994,498
   未収金 ― 従業員徴収 ― ― 600
   未収補助金 ― 保育事業補助金等 ― ― 2,477,646
   立替金 ― 利用者個人費用 ― ― 4,866

1,127,717,748

   土地
(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

―
第２種福祉事業である、デイサービス
センターみのり園で使している

― ― 1,374,613

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

―
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

― ― 7,932,028

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

―
第２種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

― ― 875,680

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

―
第２種福祉事業である、グループホー
ムみのり園で使用している

― ― 7,120,000

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

―
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

― ― 4,000,000

(みのりの森)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

―
第１種福祉事業である、小規模特別養
護老人ホームみのりの森で使用

― ― 40,500,000

61,802,321

   建物
(みのり園)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

1993年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園等で使用している

561,881,400 311,953,743 249,927,657

(みのり園)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

1997年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

14,218,587 6,448,665 7,769,922

(みのり園)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

2001年度
第２種福祉事業である、グループホー
ムみのり園で使用している

52,840,000 18,461,480 34,378,520

(みのりの森)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

2012年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのりの森で使用している

455,472,890 56,250,901 399,221,989

(大宮みのり保育園)
茨城県常陸大宮市小野2129-2

1998年度
第２種福祉事業である、大宮みのり保
育園施設に使用している

132,825,000 58,780,169 74,044,831

(スプレール)
茨城県常陸大宮市小野2128

2005年度
第１種福祉事業である、養護老人ホー
ム　スプレールみのりで使用

458,000,000 128,310,460 329,689,540

(石川保育園)
茨城県水戸市石川1-3974

1977年度
第２種社会福祉事業である、石川フレ
ンドクラブ施設として使用している

9,007,568 8,273,790 733,778

(石川保育園)
茨城県水戸市石川1-3974

1984年度
第２種社会福祉事業である、石川保育
園施設として使用している

61,829,000 47,579,787 14,249,213

(石川保育園)
茨城県水戸市石川1-3974

2000年度
第２種社会福祉事業である、石川保育
園施設として使用している

41,685,000 15,526,056 26,158,944

(みのり園保育所)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

1993年度
公益事業である、みのり園保育所施設
として使用している

17,190,955 9,618,995 7,571,960

1,143,746,354

1,205,548,675

   建物
(みのり園)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

1998年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

137,445 123,700 13,745

(みのり園)
茨城県常陸大宮市鷹巣2243-1

2001年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

138,600 138,599 1

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2001年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

770,475 293,881 476,594

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2002年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

7,707,000 2,758,569 4,948,431

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2002年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

261,975 88,727 173,248

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2005年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

336,000 95,850 240,150

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2006年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

429,475 109,666 319,809

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2009年度
第２種福祉事業である、グループホー
ムみのり園で使用している

3,306,975 601,867 2,705,108

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2012年度
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

5,564,475 651,042 4,913,433

(大宮みのり保育園)
茨城県常陸大宮市小野2129-2

1998年度
第２種福祉事業である、大宮みのり保
育園で使用している

157,500 141,750 15,750

(大宮みのり保育園)
茨城県常陸大宮市小野2129-2

2000年度
第２種福祉事業である、大宮みのり保
育園で使用している

202,650 182,385 20,265

(大宮みのり保育園)
茨城県常陸大宮市小野2129-2

2002年度
第２種福祉事業である、大宮みのり保
育園で使用している

137,655 122,366 15,289

(スプレール)
茨城県常陸大宮市小野2128

2002年度
第１種福祉事業である、養護老人ホー
ム　スプレールみのりで使用

273,000 230,410 42,590

(スプレール)
茨城県常陸大宮市小野2128

2011年度
第１種福祉事業である、養護老人ホー
ム　スプレールみのりで使用

126,178 85,431 40,747

(スプレール)
茨城県常陸大宮市小野2128

2016年度
第１種福祉事業である、養護老人ホー
ム　スプレールみのりで使用

340,000 20,258 319,742

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2014年度
第２種福祉事業である、デイサービス
センターみのり園で使用している

1,811,980 333,855 1,478,125

(みのり園)茨城県常陸大宮市鷹巣
2243-1

2014年度
第２種福祉事業である、デイサービス
センターみのり園使用している

1,300,020 239,527 1,060,493

16,783,520

   構築物 回転チューリップ　他11件 ―
第２種福祉事業である、大宮みのり保
育園で使用している

9,437,280 8,005,691 1,431,589

   車輌運搬具
トヨタハイエース　水戸33の4170
他10件

― 24,240,173 20,684,905 3,555,268

   器具及び備品
火災通報装置（日本防災）　他271
件

―
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

191,858,396 163,974,638 27,883,758

石の渚　他2件 ―
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

1,749,279 0 1,749,279

29,633,037

   ソフトウエア
ホームページ作成支援ソフト　他5
件

―
第１種福祉事業である、特別養護老人
ホームみのり園で使用している

6,164,160 5,547,691 616,469

   退職給付引当資産 ― ― ― 23,661,040
   人件費積立資産 ― ― ― 40,000,000
   修繕積立資産 ― ― ― 236,000,000
   備品等購入積立資産 ― ― ― 170,000,000
   保育所施設・設備整備積立資産 ― ― ― 560,712,789
   備品等購入積立資産 ― ― ― 10,000,000
   修繕積立資産 ― ― ― 473,946,671

1,566,340,383

2,771,889,058

3,899,606,806

   事業未払金 ― ― ― 42,534,577
   １年以内返済予定設備資金借入金 ― ― ― 1,610,000
   預り金 ― ― ― 1,010,483
   職員預り金 ― ― ― 9,330
   前受収益 ― ― ― 554,522

45,718,912

   退職給付引当金 ― ― ― 23,661,040

23,661,040

69,379,952

3,830,226,854

負債合計

差引純資産

Ⅱ 負債の部

 １ 流動負債

流動負債合計

 ２ 固定負債

固定負債合計

資産合計

 ２ 固定資産

 (１) 基本財産

小計

小計

基本財産合計

 (２) その他の固定資産

小計

小計

その他の固定資産合計

固定資産合計

流動資産合計

財　産　目　録

平成 29年  3月 31日 現在

Ⅰ 資産の部

 １ 流動資産

小計


