
社会福祉法人　　清峰会 別紙５

平成28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　　　 　172.239円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　　　　      21.318円 193,557

さざなみ学園 小口現金　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 53.958円
普通預金　　東邦銀行　新白河支店　  110.348.578円
通常預金　　西郷郵便局　　　　　　　　 　　8.220.992円 118,623,528

茗荷寮 小口現金　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 
普通預金　　東邦銀行　新白河支店　  　 3.201.724円 3,201,724

特養小峰苑 小口現金　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 19.850円
普通預金　　白河信用金庫　東支店　　117.091.888円　
普通預金　　東邦銀行　白河支店　　　　 26.247.320円
定期預金　　東邦銀行　白河支店　　　　100.000.000円 243,359,058

ユニット小峰苑 小口現金
普通預金　　東邦銀行　白河支店　　　　 10.576.604円 10,576,604

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　　   1.995.008円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　　　　　　　 8.749円 2,003,757

特養浅草ほうらい 小口現金　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 81.065円
普通預金　　朝日信用金庫　浅草支店   11.288.851円
普通預金　　みずほ銀行　三ノ輪支店   　7.001.704円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　       　 　 9.897円 18,381,517

障害浅草ほうらい 小口現金　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 18.457円
普通預金　　朝日信用金庫　浅草支店 　38.708.505円
定期預金　　東邦銀行　白河支店　　　　 30,000,000円
普通預金　　東邦銀行　白河支店　       60.286.227円 129,013,189

小　　　計 525,352,934
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 55,230,008

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 978,550
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 54,253,868
ユニット小峰苑 ２月～３月分介護報酬給付及び利用者負担金等 21,342,133
ケアハウスなつなし ３月分、利用者負担金等 171,157
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 128,162,371
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 56,866,329

小　　　計 317,004,416
未収金 さざなみ学園 職員欠勤控除分及び職員給食費 280,920

特養小峰苑 職員欠勤控除分及び職員給食費 277,381
ユニット小峰苑 職員欠勤控除分及び職員給食費 103,791
ケアハウスなつなし 職員給食費 9,120
特養浅草ほうらい 職員宿舎及び職員寮、職員給食費 1,579,242
障害浅草ほうらい 職員給食費 18,570

小　　　計 2,269,024
未収補助金 特養小峰苑 低所得者軽減補助金等 598,810

ユニット小峰苑 低所得者軽減補助金等 97,135
ケアハウスなつなし 福島県運営補助金 2,910,000
特養浅草ほうらい 第三者評価事業受審補助金 200,000

小　　　計 3,805,945
立替金 特養小峰苑 ケアハウス光熱水費及び業者支払い 2,323,177

ユニット小峰苑 火災保険料、利用者の医療費、職員共済掛金等 0
ケアハウスなつなし 利用者理髪代 12,000
特養浅草ほうらい 0
障害浅草ほうらい 利用者通院、薬代等 446,860

小　　　計 2,782,037
前払金 さざなみ学園

茗荷寮
特養浅草ほうらい ４月分家賃等 528,400
障害浅草ほうらい 28年度会費 4,000

小　　　計 532,400
前払費用 さざなみ学園 自動車保険代及びＡＩＵ損害保険代 1,641,678

茗荷寮 ４月分家賃等 120,000
特養小峰苑 自動車保険代 264,970
特養浅草ほうらい 0
障害浅草ほうらい ４月分家賃、傷害保険代 1,873,015

小　　　計 3,899,663
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 0
小　　　計 0

仮払金 茗荷寮 ４月分食費等 84,000
障害浅草ほうらい ４月分ＧＨの食費・生活費 380,000

小　　　計 464,000
前払費用（１年基準） 法人本部 0

さざなみ学園 火災保険代、ＰＣ保守代等 158,673
特養小峰苑 火災保険代、ＰＣ保守代等 133,186
ユニット小峰苑 火災保険代、ＰＣ保守代等 77,478

財　産　目　録



ケアハウスなつなし 火災保険代、ＰＣ保守代等 46,797
特養浅草ほうらい 火災保険代、ＰＣ保守代等 1,471,374
障害浅草ほうらい 火災保険代、ＰＣ保守代等 488,078

小　　　計 2,375,586

858,486,005

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５ 146,428,689

・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 　　３７８，８６４，９６１円
　　　　　　期末額 　　１４６，４２８，６８９円

特養小峰苑 福島県白河市新夏梨１番地２ 1,078,199,390
ユニット小峰苑 ・生活棟　鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺２階建　６，２８５．５１㎡
ケアハウスなつなし 取得金額　　　　　 　１，９４６，４４７，８９５円

減価償却累計額  　　　８６８，２４８，５０５円
　　　　　　期末額 　 １，０７８，１９９，３９０円

特養浅草ほうらい 東京都台東区清川二丁目１４番地７ 2,596,846,822
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  　　　４７９，９８５，８９４円
　　　　　　期末額 　 ２，５９６，８４６，８２２円

定期預金 法人本部 1,000,000

3,822,474,901
(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 4,376,558

取得金額　　　　　 　　　　４３，６３７，３７０円
減価償却累計額  　　　　３９，２６０，８１２円
　　　　　　期末額 　　　　　 ４，３７６，５５８円

小　　　計 4,376,558
構築物 さざなみ学園 ・パネル貯水槽他　　別紙明細 7,373,003

取得金額　　　　　 　　　　１１，５７０，１２５円
減価償却累計額  　　　　　４，１９７，１２２円
　　　　　　期末額 　　　　　 7，３７３，００３円

特養小峰苑 ・駐車場舗装工事他　　別紙明細 4,325,927
取得金額　　　　　　　　　 ３９，４３４，１０９円
減価償却累計額  　　　　３５，１０８，１８２円
　　　　　　期末額 　 　　　　４，３２５，９２７円

ユニット小峰苑 ・外溝工事 1,198,748
取得金額　　　　　 　　　　１４，９８４，３４０円
減価償却累計額  　　　　１３，７８５，５９２円
　　　　　　期末額 　　　　　 １，１９８，７４８円

特養浅草ほうらい ・緑化工事他　　別紙明細 5,716,053
取得金額　　　　　 　　　　　７，１８０，９４７円
減価償却累計額  　　　　　１，４６４，８９４円
　　　　　　期末額 　　　　　 ５，７１６，０５３円

障害浅草ほうらい ・緑化工事他　　別紙明細 1,685,087
取得金額　　　　　 　　　　　２，１１６，９３７円
減価償却累計額  　　　　　　　４３１，８５０円
　　　　　　期末額 　　　　　 １，６８５，０８７円

小　　　計 20,298,818
機械及び装置 さざなみ学園 ・中間入浴機械他　　別紙明細 3,256,951

取得金額　　　　　 　　　　１０，４１４，４６５円
減価償却累計額  　　　　　７，１５７，５１４円
　　　　　　期末額 　　　　　 ３，２５６，９５１円

特養浅草ほうらい ・手動式入浴リフト他　　別紙明細 2,614,300
取得金額　　　　　 　　　　１１，５６７，４００円
減価償却累計額  　　　　　８，９５３，１００円
　　　　　　期末額 　　　　　 ２，６１４，３００円

障害浅草ほうらい ・電気陶芸釜他　　別紙明細 44,582
取得金額　　　　　 　　　　　１，０５６，４３０円
減価償却累計額  　　　　　１，０１１，８４８円
　　　　　　期末額 　　　　　　　　 ４４，５８２円

小　　　計 5,915,833
車輛運搬具 さざなみ学園 ・送迎用自動車他　　別紙明細 8,674,563

取得金額　　　　　 　　　　３８，４８０，２９９円
減価償却累計額  　　　　２９，８０５，７３６円
　　　　　　期末額 　　　　　 ８，６７４，５６３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 1,543,573
取得金額　　　　　 　　　　　４，９２４，６６０円
減価償却累計額  　　　　　３，３８１，０８７円
　　　　　　期末額 　　　　　 １，５４３，５７３円

障害浅草ほうらい ・送迎用自動車他　　別紙明細 1

流動資産合計

基本財産合計



取得金額　　　　　 　　　　　２，４２３，４７０円
減価償却累計額  　　　　　２，４２３，４６９円
　　　　　　期末額 　　　　　　　　　　　　　 1円

小　　　計 10,218,143
器具及び備品 さざなみ学園 ・作業用品、ベッド他　　別紙明細 11,293,086

取得金額　　　　　 　　　　２９，８８６，２７７円
減価償却累計額  　　　　１８，５９３，１９１円
　　　　　　期末額 　　　　 １１，２９３，０８６円

特養小峰苑 ・ベッド、介護用具他　　別紙明細 4,282,864
取得金額　　　　　 　　　　５８，４４２，６０６円
減価償却累計額  　　　　５４，１５９，７４３円
　　　　　　期末額 　　　　　 ４，２８２，８６４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　　　　　 　　　　　８２０，８７７円
減価償却累計額  　　　　　　　８２０，８７２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 6,748,588
取得金額　　　　　 　　　　３７，５４７，４２５円
減価償却累計額  　　　　３０，７９８，８３７円
　　　　　　期末額 　　　 　　６，７４８，５８８円

障害浅草ほうらい ・リハビリ機器、洗濯機他　　別紙明細 4,351,888
取得金額　　　　　 　　　　１８，０２９，７０８円
減価償却累計額  　　　　１３，６７７，８２０円
　　　　　　期末額 　　　　　 ４，３５１，８８８円

小　　　計 26,676,431
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 1,151,500

取得金額　　　　　 　　　　　５，０８２，０００円
減価償却累計額  　　　　　３，９３０，５００円
　　　　　　期末額 　　　 　　１，１５１，５００円

小　　　計 1,151,500
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　２０，０００，０００円 20,000,000

子育て支援事業ほうらいへ貸付金　　　 　８，２３０，０００円 8,230,000

小　　　計 28,230,000
退職給与引当資産 さざなみ学園 東社協退職共済金 22082776

特養小峰苑 　　　〃 20,625,018
ユニット小峰苑 　　　〃 6,308,550
ケアハウスなつなし 　　　〃 3,931,672
特養浅草ほうらい 　　　〃 20,271,092
障害浅草ほうらい 　　　〃 15,245,758

小　　　計 88,464,866
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

・修繕費積立資産　　　　 127,000,000
・建設費積立資産　　　　　 25,000,000
・減価償却費積立資産　 106,000,000

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

・建設費積立資産　　　　　 1,200,000
小　　　計 301,023,748

差入補償金 特養浅草ほうらい ・宮口ビル（職員寮） 3,800,000
特養浅草ほうらい ・（株）日本不動産（大倉荘） 380,000
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 6,130,000
長期前払費用 さざなみ学園

特養小峰苑
ケアハウスなつなし
特養浅草ほうらい ・火災保険、ＰＣ保守料等 4,414,106
障害浅草ほうらい ・火災保険、ＰＣ保守料等 1,464,234

小　　　計 5,878,340
整備積立資産

498,803,637

5,179,764,543

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 0

さざなみ学園 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　 6,412,008
茗荷寮 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　　　 117,925
特養小峰苑 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　 11,555,023
ユニット小峰苑 ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　 5,087,101

その他の固定資産合計

資産合計



ケアハウスなつなし ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　 4,036,485
特養浅草ほうらい ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　 26,760,068
障害浅草ほうらい ・３月分給食材料費他　　別紙明細　　　 7,365,930

小　　　計 61,334,540
その他の未払金

小　　　計 0
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

特養小峰苑 ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　 25,400,000
ケアハウスなつなし ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　　 5,600,000
特養浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　 42,090,000

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

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

１年以内返済予定長期借入金

小　　　計 0
未払費用 法人本部 ・役員報酬　　別紙明細　　　　　　　 　　　 150,000

さざなみ学園 ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 　 7,038,958
特養小峰苑 ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 3,462,693
ユニット小峰苑 ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 936,136
ケアハウスなつなし ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 　 93,005
特養浅草ほうらい ・３月分職員等給与　　　　　　　　　 31,944,683
障害浅草ほうらい ・３月分職員等給与　　　　　　　　　　　 19,457,230

小　　　計 63,082,705
職員預り金 特養浅草ほうらい ・職員所得税　　　　　　　　　　　　　　　 　 873,833

特養浅草ほうらい ・職員市県民税　　　　　　　　　　　　　　 1,741,400
特養浅草ほうらい ・職員社会保険料　　　　　　　　　　　　　 6,748,654

小　　　計 9,363,887

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

仮受金 障害浅草ほうらい ・利用料の過誤入金　　　　　　　　 38,292
小　　　計 38,292

賞与引当金 さざなみ学園 ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　 10,248,000
特養小峰苑 ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　　 10,145,000
ユニット小峰苑 ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　 3,267,000
ケアハウスなつなし ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　 1,092,000
特養浅草ほうらい ・平成２７年６月期賞与　　　　　　　　 24,260,000
障害浅草ほうらい ・平成２７年６月期賞与　　　　　　 12,951,000

小　　　計 61,963,000

292,291,224
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　　　 29,700,000

特養小峰苑 ・独立行政法人　福祉医療機構　　 28,800,000
ユニット小峰苑 ・独立行政法人　福祉医療機構　　　 88,000,000
ケアハウスなつなし ・独立行政法人　福祉医療機構　　　　 11,200,000
特養浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　 589,260,000
〃 ・東邦銀行　白河支店　　　　　　　　 133,863,333
障害浅草ほうらい ・独立行政法人　福祉医療機構　　　 118,300,000
〃 ・東邦銀行　白河支店　　　　　　　　　 32,036,667

小　　　計 1,031,160,000
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（デイほうらい） 20,000,000

特養浅草ほうらい ・法人本部会計等より借入金（ほうらい子育て） 8,230,000
小　　　計 28,230,000

退職給付引当金 さざなみ学園 ・東社協退職共済金引当金　　　　　 22,082,776
特養小峰苑 ・東社協退職共済金引当金　　　　　 20,625,018
ユニット小峰苑 ・東社協退職共済金引当金　　　　　 6,308,550
ケアハウスなつなし ・東社協退職共済金引当金　　　　　 3,931,672
特養浅草ほうらい ・東社協退職共済金引当金　　　　　　 20,271,092
障害浅草ほうらい ・東社協退職共済金引当金　　　　　 15,245,758

小　　　計 88,464,866

1,147,854,866

1,440,146,090

3,739,618,453

固定負債合計

負債合計

差　引　純　資　産

流動負債合計


