
社会福祉法人　　清峰会 様式第６

平成27年3月31日現在

Ⅰ、資産の部 (単位：円）
科　　　　目 拠　点　区　分 摘　　　　　要 金　　額

１．流動資産
現金預金 法人本部 小口現金 0

普通預金　　白河信用金庫　東支店　　　 　466.681円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　　　　  9.663.443円 10,130,124

さざなみ学園 小口現金 35,311
普通預金　　東邦銀行　新白河支店　  100.833.844円
通常預金　　西郷郵便局　　　　　　　　 　　 4.884.35.円 105,718,234

茗荷寮 小口現金 0
普通預金　　東邦銀行　新白河支店　  　2.975.273 円 2,975,273

特養小峰苑 小口現金 35,630
普通預金　　白河信用金庫　東支店　  230.832.021円 230,832,021

ケアハウスなつなし 小口現金 0
普通預金　　白河信用金庫　東支店　　     234.589円 234,589

特養浅草ほうらい 小口現金 102,025
普通預金　　朝日信用金庫　浅草支店 　31.158.832円
普通預金　　みずほ銀行　三ノ輪支店  　11.200.502円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　        　 80.256 円 42,439,590

障害浅草ほうらい 小口現金 33,678
普通預金　　朝日信用金庫　浅草支店 101.828.771円
定期預金　　朝日信用金庫　浅草支店　 30,000,000円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　        　  86.734円 131,915,505

小　　　計 524,451,980
有価証券 0

小　　　計 0
事業未収金 さざなみ学園 ２月～３月分支援費給付及び利用者負担金等 52,521,930

茗荷寮 ２月～３月分支援費給付及び利用者負担金並びに都加算等 962,190
特養小峰苑 ２月～３月分介護報酬給付及び利用者負担金等 80,536,510
ケアハウスなつなし ３月分、利用者負担金等 350,344
特養浅草ほうらい ２月～３月分介護報酬給付及び利用者負担金等 124,914,974
障害浅草ほうらい ２月～３月分支援費給付及び利用者負担金並びに都加算等 53,262,402

小　　　計 312,548,350
未収金 特養小峰苑 職員欠勤控除分及び職員給食費 1,050,546

ケアハウスなつなし 職員給食費 6,240
特養浅草ほうらい 職員宿舎及び職員寮、職員給食費 1,258,050

小　　　計 2,314,836
未収金補助 特養小峰苑 外国人介護福祉士候補生学習支援金補助金等 783,855

ケアハウスなつなし 福島県運営補助金 3,599,000
特養浅草ほうらい 0
障害浅草ほうらい 0

小　　　計 4,382,855
立替金 法人本部 0

特養小峰苑 火災保険料、利用者の医療費、職員共済掛金等 2,335,893
ケアハウスなつなし 利用者理髪代 20,000
特養浅草ほうらい 0
障害浅草ほうらい ＧＨ・就労支援事業所の職員給与等立替 32,323,705

小　　　計 34,679,598
前払金 さざなみ学園 福祉新聞、自動車保険代等 19,440

茗荷寮 ４月分家賃 120,000
特養浅草ほうらい ４月分借入金、４月分家賃 1,686,830
障害浅草ほうらい 0

小　　　計 1,826,270
前払費用 さざなみ学園 自動車保険代及びＡＩＵ損害保険代 1,612,663

特養小峰苑 自動車保険代 274,190
ケアハウスなつなし 0
特養浅草ほうらい 0
障害浅草ほうらい ４月分家賃 112,000

小　　　計 1,998,853
１年以内の回収予定長期貸付金 法人本部 0

特養浅草ほうらい 老人デイほうらい等貸付金戻入　　　2,000,000円 2,000,000
小　　　計 2,000,000

仮払金 茗荷寮 ４月分食費等 82,000
障害浅草ほうらい ＧＨ・生活費 295,000

小　　　計 377,000
前払費用（１年基準） 法人本部 0

さざなみ学園 火災保険代 158,673
特養小峰苑 火災保険代 359,346
ケアハウスなつなし 火災保険代 93,588
特養浅草ほうらい 火災保険代 395,055
障害浅草ほうらい 火災保険代 138,807

小　　　計 1,145,469

885,725,211

財　産　目　録

流動資産合計



２．固定資産
(1)基本財産
土地
建物 さざなみ学園 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水３８９番地５ 158,425,624

・生活棟　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建　　　１，９３８．９２㎡
・職員宿舎　鉄筋コンクート造アルミニュームぶき平屋建　１９９．９９㎡

・作業棟　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板板ぶき平屋建　３３１．３９㎡
取得金額　　　　　　　５２５.２９３．６５０円
減価償却累計額 　　３６６，８６８，０２６円
　　　　　　期末額 　　１５８，４２５，６２４円

特養小峰苑 福島県白河市新夏梨１番地２ 1,123,989,757
ケアハウスなつなし ・生活棟　鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺２階建　６，２８５．５１㎡

取得金額　　　　　 　１，９４６，４４７，８９５円
減価償却累計額  　　　８２２，４５８，１３８円
　　　　　　期末額 　 １，１２３，９８９，７５７円

特養浅草ほうらい 東京都台東区清川二丁目１４番地７ 2,676,844,471
障害浅草ほうらい ・生活棟　鉄筋コンクリート造陸屋８階建　　１１，４５１．５４㎡

取得金額　　　　　 　３，０７６，８３２，７１６円
減価償却累計額  　　　３９９，９８８，２４５円
　　　　　　期末額 　 ２，６７６，８４４，４７１円

定期預金 法人本部 1,000,000

3,960,259,852
(2)その他の固定資産
土地
建物 さざなみ学園 ・農産加工場他　　別紙明細 4,688,636

取得金額　　　　　 　　　　４３，６３７，３７０円
減価償却累計額  　　　　３８，９４８，７３４円
　　　　　　期末額 　　　　　 ４，６８８，６３６円

構築物 さざなみ学園 ・パネル貯水槽他　　別紙明細 6,326,118
取得金額　　　　　 　　　　　９，６００，２５９円
減価償却累計額  　　　　　３，２７４，１４１円
　　　　　　期末額 　　　　　 ６，３２６，１１８円

特養小峰苑 ・駐車場舗装工事他　　別紙明細 6,186,037
取得金額　　　　　　　　　 ５４，４１８，４４９円
減価償却累計額  　　　　４８，２３２，４１２円
　　　　　　期末額 　 　　　　６，１８６，０３７円

特養浅草ほうらい ・緑化工事他　　別紙明細 5,960,202
取得金額　　　　　 　　　　　７，１８０，９４７円
減価償却累計額  　　　　　１，２２０，７４５円
　　　　　　期末額 　　　　　 ５，９６０，２０２円

障害浅草ほうらい ・緑化工事他　　別紙明細 1,757,062
取得金額　　　　　 　　　　　２，１１６，９３７円
減価償却累計額  　　　　　　　３５９，８７５円
　　　　　　期末額 　　　　　 １，７５７，０６２円

小　　　計 20,229,419
機械及び装置 さざなみ学園 ・中間入浴機械他　　別紙明細 4,636,019

取得金額　　　　　 　　　　１２，３１６，４６５円
減価償却累計額  　　　　　７，６８０，４４６円
　　　　　　期末額 　　　　　 ４，６３６６，０１９円

特養浅草ほうらい ・手動式入浴リフト他　　別紙明細 3,026,294
取得金額　　　　　 　　　　１０，１０９，４００円
減価償却累計額  　　　　　７，０８３，１０６円
　　　　　　期末額 　　　　　 ３，０２６，２９４円

障害浅草ほうらい ・電気陶芸釜他　　別紙明細 219,546
取得金額　　　　　 　　　　　１，０５６，４３０円
減価償却累計額  　　　　　　　８３６，８８４円
　　　　　　期末額 　　　　　　　 ２１９，５４６円

小　　　計 7,881,859

基本財産合計



車輛運搬具 さざなみ学園 ・送迎用自動車他　　別紙明細 7,695,388
取得金額　　　　　 　　　　３６，２９１，５３０円
減価償却累計額  　　　　２８，５９６，１４２円
　　　　　　期末額 　　　　　 ７，６９５，３８８円

特養小峰苑 ・送迎用自動車他　　別紙明細 6
取得金額　　　　　　　　　 １９，４００，５９５円
減価償却累計額  　　　　１９，４００，５８９円
　　　　　　期末額 　 　　　　　　　　　　　　６円

特養浅草ほうらい ・送迎用自動車他　　別紙明細 2,031,016
取得金額　　　　　 　　　　　４，９２４，６６０円
減価償却累計額  　　　　　２，８９３，６４４円
　　　　　　期末額 　　　　　 ２，０３１，０１６円

障害浅草ほうらい ・送迎用自動車他　　別紙明細 201,958
取得金額　　　　　 　　　　　２，４２３，４７０円
減価償却累計額  　　　　　２，２２１，５１２円
　　　　　　期末額 　　　　　　　 ２０１，９５８円

小　　　計 9,928,368
器具及び備品 さざなみ学園 ・作業用品、ベッド他　　別紙明細 5,381,677

取得金額　　　　　 　　　　２１，３３９，０７７円
減価償却累計額  　　　　１５，９５７，４００円
　　　　　　期末額 　　　　　 ５，３８１，６７７円

特養小峰苑 ・ベッド、介護用具他　　別紙明細 3,678,668
取得金額　　　　　 　　　　５６，７３７，８４７円
減価償却累計額  　　　　５３，０５９，１７９円
　　　　　　期末額 　　　　　 ３，６７８，６６８円

ケアハウスなつなし ・テレビ、自動手指消毒器他　　別紙明細 5
取得金額　　　　　 　　　　　１，０６６，３１５円
減価償却累計額  　　　　　１，０６６，３１０円
　　　　　　期末額 　　　　　　　　　　　　　 ５円

特養浅草ほうらい ・ベッド、介護用具他　　別紙明細 10,563,244
取得金額　　　　　 　　　　３７，５４７，４２５円
減価償却累計額  　　　　２６，９８４，１８１円
　　　　　　期末額 　　　 　１０，５６３，２４４円

障害浅草ほうらい ・リハビリ機器、洗濯機他　　別紙明細 6,296,851
取得金額　　　　　 　　　　１７，９２３，４０４円
減価償却累計額  　　　　１１，６２６，５５３円
　　　　　　期末額 　　　　 　６，２９６，８５１円

小　　　計 25,920,445
権利 さざなみ学園 ・固定電話債権他　　別紙明細 234,400

特養小峰苑 ・固定電話債権他　　別紙明細 150,000
ケアハウスなつなし ・固定電話債権他　　別紙明細 50,000

小　　　計 434,400
ソフトウェア 特養浅草ほうらい ・給与、請求システム他　　別紙明細 1,445,500

取得金額　　　　　 　　　　　５，０８２，０００円
減価償却累計額  　　　　　３，６３６，５００円
　　　　　　期末額 　　　 　　１，４４５，５００円

小　　　計 1,445,500
投資有価証券 法人本部 白河信用金庫借入に伴う出資金 5,000

小　　　計 5,000
拠点区分間長期貸付金 法人本部 デイサービセンター浅草ほうらいへ貸付金　　４，０００，０００円 13,230,000

子育て支援事業ほうらいへ貸付金　　　 　９，２３０，０００円
特養浅草ほうらい デイサービセンター浅草ほうらいへ貸付金　　７，８２６，７００円 7,826,700

小　　　計 21,056,700
退職給与引当資産 さざなみ学園 東社協退職共済金 23,436,220

特養小峰苑 　　　〃 25,103,312
ケアハウスなつなし 　　　〃 3,713,632
特養浅草ほうらい 　　　〃 18,456,736
障害浅草ほうらい 　　　〃 12,226,686

小　　　計 82,936,586
有形リース資産 0

小　　　計 0
その他の積立資産 さざなみ学園 ・人件費積立資産　　　　　１９，０００，０００円 252,000,000

・修繕費積立資産　　　　１２７，０００，０００円
・減価償却費積立資産　１０６，０００，０００円

特養小峰苑 ・修繕費積立資産　　　　　　　　５７５，０００円 575,000
ケアハウスなつなし ・管理費積立資産　　　　　１６，９２８，７４８円 16,928,748
茗荷寮 ・備品購入費積立資産　　　５，３２０，０００円 5,320,000

小　　　計 274,823,748
差入補償金 特養浅草ほうらい ・宮口ビル（職員寮） 3,800,000

障害浅草ほうらい ・グルーブホーム賃貸借の補償金 1,950,000
小　　　計 5,750,000

長期前払費用 さざなみ学園 ・火災保険等 158,673
特養小峰苑 ・火災保険等 210,664
ケアハウスなつなし ・火災保険等 46,797
特養浅草ほうらい ・火災保険等 1,580,176
障害浅草ほうらい ・火災保険等 555,224

小　　　計 2,551,534
整備積立資産

457,652,195

5,303,637,258

固定資産合計

資産合計



Ⅱ負債の部 (単位：円）
科　　　　目 拠　点　区　分 摘　　　　　要 金　　額

１．流動負債
事業未払金 法人本部 72,830,974

さざなみ学園 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　７，８００，２１３円
茗荷寮 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　　　１０３，８１３円
特養小峰苑 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　１９，０８５，４３８円
ケアハウスなつなし ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　４，８６７，５８５円
特養浅草ほうらい ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　２９，８７１，７５６円
障害浅草ほうらい ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　１１，１０２，１６９円

小　　　計 72,830,974
その他の未払金 ケアハウスなつなし 32,122,074

特養浅草ほうらい

障害浅草ほうらい ・職員給与等　　　　　　　　別紙明細　 ３２，１２２，０７４円
小　　　計 32,122,074

１年以内返済予定設備資金借入金 さざなみ学園 ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　　１，９８０，０００円 96,120,000
特養小峰苑 ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　２５，４００，０００円
ケアハウスなつなし ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　　５，６００，０００円
特養浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　４２，０９０，０００円

〃 ・東邦銀行　白河支店　　　　　　　　　　　９，６２２，５００円
障害浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　　８，２８１，０００円

〃 ・東邦銀行　白河支店　　　　　　　　　　　３，１４６，５００円
小　　　計 96,120,000

１年以内返済予定長期借入金 特養浅草ほうらい ・デイサービ浅草ほうらい返済　　　　　　２，０００，０００円 2,000,000
・子育て支援施設ほうらい返済　　　　　　 　　　　　　　０円

小　　　計 2,000,000
未払費用 法人本部 ・役員報酬　　別紙明細　　　　　　　 　　　 　１５０，０００円 58,600,458

さざなみ学園 ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 　６，３２７，２６１円
特養小峰苑 ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 　４，５６４，２０３円
ケアハウスなつなし ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 　　　　５８，５１３円
特養浅草ほうらい ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　 　３２，２５４，４１０円
障害浅草ほうらい ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 １５，２４６，０７１円

小　　　計 58,600,458
職員預り金 特養浅草ほうらい ・職員所得税　　　　　　　　　　　　　　　 　１，１７０，６７５円 3,921,596

特養浅草ほうらい ・職員市県民税　　　　　　　　　　　　　　　１，５１５，５００円
特養浅草ほうらい ・職員社会保険料　　　　　　　　　　　　　 １，２３５，４２１円

小　　　計 3,921,596

前受収益 さざなみ学園 ・屋上設備賃借代  　　　　　　　　　　　　　  ３８８，８００円 388,800
小　　　計 388,800

賞与引当金 さざなみ学園 ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　１０，２３２，０００円 62,078,400
特養小峰苑 ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　１５，８２２，４００円
ケアハウスなつなし ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　　１，０５０，０００円
特養浅草ほうらい ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　２３，３９１，０００円
障害浅草ほうらい ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　１１，５８３，０００円

小　　　計 62,078,400

328,062,302
２．固定負債
設備資金借入金 さざなみ学園 ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　３１，６８０，０００円 1,127,280,000

特養小峰苑 ・独立行政法人　福祉医療機構　　　１４２，２００，０００円
ケアハウスなつなし ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　１６，８００，０００円
特養浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　６３１，３５０，０００円
〃 ・東邦銀行　白河支店　　　　　　　　　１４３，４８５，８３３円
障害浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　１２６，７５０，０００円
〃 ・東邦銀行　白河支店　　　　　　　　　　３５，０１４，１６７円

小　　　計 1,127,280,000
拠点区分間長期借入金 特養浅草ほうらい ・法人本部会計等より借入金　　　　 　１３，２３０，０００円 21,056,700

特養浅草ほうらい ・法人本部会計等より借入金　　　　　 　７，８２６，７００円
小　　　計 21,056,700

退職給付引当金 さざなみ学園 ・東社協退職共済金引当金　　　　　　２３，４３６，２２０円 82,936,586
特養小峰苑 ・東社協退職共済金引当金　　　　　　２５，１０３，３１２円
ケアハウスなつなし ・東社協退職共済金引当金　　　　　　　３，７１３，６３２円
特養浅草ほうらい ・東社協退職共済金引当金　　　　　　１８，４５６，７３６円
障害浅草ほうらい ・東社協退職共済金引当金　　　　　　１２，２２６，６８６円

小　　　計 82,936,586

1,231,273,286

1,559,335,588

3,744,301,670

固定負債合計

負債合計

差　引　純　資　産

流動負債合計


