
現在

単位 円

㎡

㎡

㎡

計 ㎡

㎡

基　本　財　産

土　　　地

つくば市上郷1438の3

つくば市上郷1438の3

立　替　金

支援会計

特養会計

事　業　未　収　金

未　収　金

特養会計

通所会計

建　　　　物

9,686,917

6,119,675

4,704,123

4,704,123

5,500,000

227,940

つくば市上郷1439の3

つくば市上郷1437の7

4614.96

固　定　資　産 260,027,733

203,680,842

財　　産　　目　　録　（総　括）

本部会計

特養会計

普通預金

普通預金

常陽銀行石下支店

常陽銀行石下支店

筑波銀行石下支店

筑波銀行石下支店

茨城県信用組合

支援会計 普通預金

155,750,248

93,241,796

6,060,559

22,770,355

預　　　　金

定期預金

平成31年3月31日

通所会計

普通預金

普通預金

20,000,000

10,508,963

20,000,000

603,049

8,250,692

社会福祉法人　豊里園

資　　産　　の　　部

常陽銀行石下支店

定期預金 常陽銀行石下支店

普通預金 常陽銀行石下支店

金　　額

流　動　資　産

5,048,178

109,062,510

94,618,332

52,076,389

36,269,797

4965.96

1,925.25

21

330

鉄骨造一階建

鉄筋コンクリート造瓦葺４階建

特養会計 5,500,000

前払費用

特養会計

227,940

つくば市上郷1438の3



㎡

計 ㎡

㎡

本部会計 

本部会計

構　築　物

器具及び備品

つくば市上郷1438の3

特養会計

特養会計

機械及び装置 1,159,089

330.30

支援会計

その他の固定資産

特養会計

8,968,527

2,481,234

54,005

400,000

400,000

1,159,089

2,873,446

1,270,794

1,602,652

11,503,766

24,146,960

15,239,458

2,092,154

10,910,888

1,025,425

1,210,991

2,493,320

4,029,000

権　　　　利

建物附属設備

特養会計

特養会計

通所会計

支援会計

特養会計

通所会計

17,624,640

移行時特別積立資金

特養会計

特養会計

通所会計

退職給与引当資産

通所会計

支援会計

車両運搬具

598,390

475,729

122,661

56,346,891

40.04

2,295.59

車庫兼物置

425,782

425,782

資　　　産　　合　　計 415,777,981



5,500,000

預　り　金 6,140

特養会計 6,140

職 員 預 り 金
2,921,786

特養会計 2,921,786

固　定　負　債 24,146,960

支援会計

負　　債　　の　　部 金　　額

流　動　負　債 32,865,908

事　業　未　払　金 24,437,982

特養会計 16,655,419

通所会計 5,709,707

支援会計 2,072,856

その他の未払金 5,500,000

負　　債　　合　　計 57,012,868

差　引　純　財　産 358,765,113

退職給付引当金 24,146,960

特養会計 17,624,640

通所会計 2,493,320

支援会計 4,029,000



現在

単位 円

㎡

㎡

計 ㎡

差　引　純　財　産

本部会計 2,092,154

資　　　産　　合　　計 79,285,538

負　　債　　の　　部 0

負　　債　　合　　計 0

その他の固定資産 2,738,033

構　築　物 645,879

本部会計 645,879

移行時特別積立資金 2,092,154

21

4635.96

財　　産　　目　　録　

平成30年3月31日 社会福祉法人　豊里園

資　　産　　の　　部 金　　額

79,285,538

6,047,505

6,047,505

本部会計 普通預金 常陽銀行石下支店 6,047,505

固　定　資　産 73,238,033

流　動　資　産

基　本　財　産 70,500,000

土　　　地
70,500,000

つくば市上郷143の1・3 4614.96

つくば市上郷149の3

預　　　　金



現在

単位 円

㎡

計 ㎡

㎡

計 ㎡

㎡

車両運搬具 1,729,028

特養会計 1,729,028

その他の固定資産 51,185,685

構築物 122,661

特養会計 122,661

機械及び装置 630,561

特養会計 630,561

建物附属設備

特養会計 495,246

495,246

つくば市上郷1438の3 鉄筋コンクリート造瓦葺４階建

1,925.25

つくば市上郷1438の3 鉄骨造一階建

40.04

1,965.29

基　本　財　産 132,518,286

土　　　地 38,562,510

つくば市上郷1438の3 330

330

建　　　　物 93,955,776

特養会計 3,800,000

立　替　金 4,361,853

特養会計 4,361,853

固　定　資　産 183,703,971

普通預金 茨城県信用組合

事　業　未　収　金 35,499,629

特養会計

未　収　金 3,800,000

35,499,629

定期預金 常陽銀行石下支店

普通預金 筑波銀行石下支店 1,258,775

定期預金 筑波銀行石下支店 30,000,000

特養会計

財　　産　　目　　録　

平成29年3月31日 特別養護老人ホーム美健荘

資　　産　　の　　部

流　動　資　産

預　　　　金

普通預金 常陽銀行石下支店

20,000,000

6,603,022

金　　額

121,598,728

77,481,366

19,619,569



差　引　純　財　産 277,810,550

固　定　負　債 18,071,280

退職給付引当金 18,071,280

特養会計 18,071,280

負　　債　　合　　計 27,492,149

預　り　金 153,270

特養会計 153,270

職 員 預 り 金 970,238

特養会計 970,238

負　　債　　の　　部

流　動　負　債 9,420,869

事　業　未　払　金 8,297,361

特養会計 8,297,361

特養会計 18,071,280

移行時特別積立資金 10,910,888

特養会計 10,910,888

資　　　産　　合　　計 305,302,699

権　　　　利 400,000

特養会計 400,000

投資有価証券 10,000,000

特養会計 10,000,000

退職給与引当資産 18,071,280

器具及び備品 8,826,021

特養会計 8,826,021



現在

単位 円

㎡

差　引　純　財　産 40607751

退職給付引当金 2,579,720

通所会計 2,579,720

負　　債　　合　　計 6,721,617

流　動　負　債 4,141,897

事　業　未　払　金 4,141,897

通所会計 4,141,897

固　定　負　債 2,579,720

移行時特別積立資金 1,210,991

通所会計 1,210,991

資　　　産　　合　　計 47,329,368

負　　債　　の　　部

器具及び備品 3,013,938

通所会計 3,013,938

退職給与引当資産 2,579,720

通所会計 2,579,720

つくば市上郷1438の3 鉄骨造一階建 330.30

その他の固定資産 7,767,677

車両運搬具 963,028

通所会計 963,028

通所会計 11,473,639

固　定　資　産 30,437,717

基　本　財　産 22,670,040

建　　物 22,670,040

預　　　　金 5,418,012

通所会計 普通預金 常陽銀行石下支店 5,418,012

事　業　未　収　金 11,473,639

財　　産　　目　　録　

平成29年3月31日 美健荘通所介護事業所

資　　産　　の　　部 金　　額

流　動　資　産 16,891,651



現在

単位 円

支援会計 2,018,879

その他の未払金 3,800,000

負　　債　　合　　計 9,503,857

差　引　純　財　産

支援会計 3,800,000

固　定　負　債 3,684,960

退職給付引当金 3,684,960

支援会計 3,684,960

差　引　純　財　産 4494412

資　　　産　　合　　計 13,998,269

負　　債　　の　　部

流　動　負　債 5,818,897

事　業　未　払　金 2,018,897

退職給与引当資産 3,684,960

支援会計 3,684,960

移行時特別積立資金 1,025,425

支援会計 1,025,425

固　定　資　産 4,764,390

その他の固定資産 4,764,390

器具及び備品 54,005

支援会計 54,005

支援会計 普通預金 常陽銀行石下支店 4,309,581

事　業　未　収　金 4,924,298

支援会計 4,924,298

平成28年3月31日 つくば市在宅介護支援センター

資　　産　　の　　部 金　　額

流　動　資　産 9,233,879

預　　　　金 4,309,581

財　　産　　目　　録　


