
平成28年 5月28日

( 平成28年 3月31日現在 )

別紙5

 財産目録 

金　　額資産・負債の内訳

会計単位名
施設名
法人名 社会福祉法人　足羽福祉会

社会福祉法人　足羽福祉会

1頁(単位：円)

１．資産の部
流動資産

現金預金 363,849,674
【現金】
　現金 948,556
　小口現金 756,839
　商品券等 24,123
　釣り銭等 30,000
【預金】
　普通預金
　　福井銀行　東郷支店 　12口座 139,150,348
　　福井銀行　新保支店　　2口座 50,181,959
　　北陸銀行　福井東支店　1口座 136,926
　当座預金
　　ゆうちょ銀行　1口座 923
　定期預金
　　福井銀行　東郷支店(賞与引当金相当額) 130,500,000
　　福井銀行　新保支店(賞与引当金相当額) 42,060,000
　　福井銀行　東郷支店(下賜金) 60,000

有価証券
事業未収金 365,506,820

①福井県国民保険団体連合会 320,392,283
②各事業所利用者 36,656,262
③福井市 4,118,652
④福井県 1,228,687
⑤(医)健康会 457,000
⑥(株)ジャストコーポレーション 318,239
⑦福井県立嶺北特別支援学校 156,600
⑧第一ビニール(株) 151,367
⑨(株)米澤物産 130,044
⑩ナカヤ化学産業(株) 111,609
⑪(株)窪田プラスチック 108,994
　その他 1,677,083

未収金 236,090
①自販機手数料　各社 95,076
　その他 141,014
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未収補助金 990,470
福井県
　民間社福施設整備事業利子補給 40,227
　要介護度改善促進事業交付金 600,000
　通所介護事業所等における農作業活用推進 88,000
福井市
　利用者負担軽減額補助 225,828
　居宅サービス利用者負担軽減額 28,044
大野市
　居宅サービス利用者負担軽減額 8,371

未収収益 関係職員 223,163
　欠勤控除　平成28年3月分(4月支給時相殺)

受取手形
貯蔵品 3,676,621

足羽東こども園
　平成28年度入園園児用　保育材料等 286,716
足羽学園
　平成28年度進級措置児　学校必需品 70,773
足羽学園・足羽更生園
　A重油未使用分 543,456
足羽利生苑
　A重油未使用分 470,448
福井大東包括支援センター
　平成28年度開始事業　備品等 2,305,228

医薬品
診療・療養等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料 1,653,000

給食製造用玄米
　ハナエチゼン 30kg×251袋×＠6,000 1,506,000
　コシヒカリ　 30kg× 21袋×＠7,000 147,000

立替金 175,839
関係職員
　社会保険料　被保険者負担分(休職中) 25,993
　社会保険料　被保険者負担分(月額変更分) 5,552
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利用者
　日帰り旅行　自己負担額 81,496
　児童生徒会費　自己負担額 1,400
福井年金事務所
　育休職員　未届出一旦納付額 61,398

前払金 64,714
平成28年度　研修費他 64,714

前払費用 5,017,233
土地・建物賃借料　平成28年4月分 3,433,571
各事業所火災保険料　平成28年度分 1,321,157
その他保険料　平成28年度分 201,400
システム保守料　平成28年度分 41,167
その他経費　平成28年度分 19,938

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 足羽更生園 △706,480

　一括評価債権×実績繰入率(0.27％) △193,065
　個別評価債権
　　退職Ａ職員　欠勤控除、社会保険料 △131,281
　　退職Ｂ職員　欠勤控除、社会保険料 △382,134

流動資産計 740,687,144
固定資産

基本財産
土地 【1段目】所在 49,445,411

【2段目】地目/地積/取得年月日
〓足羽東保育園〓
①福井市東大味町10字杉町1番1
　　田/590.00㎡/S48.11.20　 2,677,000
②福井市東大味町10字杉町4番1
　　田/2884.00㎡/S48.11.20　 13,086,000
③福井市東大味町10字杉町39番
　　宅地/61.89㎡/H22.7.9　 422,285
〓足羽学園・足羽更生園〓
④福井市宿布町19字村ヶ市41番1
　　宅地/2062.80㎡/S43.6.22 6,229,000
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⑤福井市宿布町19字村ヶ市46番1
　　宅地/4357.02㎡/S43.6.22 13,157,000
⑥福井市宿布町19字村ヶ市63番
　　雑種地/320.00㎡/S43.8.2 970,000
⑦福井市宿布町19字村ヶ市64番
　　雑種地/240.00㎡/S43.8.2 730,000
⑧福井市宿布町19字村ヶ市54番2
　　山林/194.00㎡/S53.5.30 459,596
⑨福井市宿布町19字村ヶ市59番
　　原野/472.00㎡/S54.9.1 1,425,900
⑩福井市宿布町5字大門2番4
　　山林/111.00㎡/S55.11.20 335,300
〓愛全園〓
⑪福井市丸山町40字鷹喰42番
　　宅地/23.84㎡/S53.11.28 329,460
〓足羽利生苑〓
⑫福井市栂野町20字間田8番2
　　宅地/699.62㎡/H5.6.15
⑬福井市栂野町20字間田8番3
　　雑種地/292.00㎡/H5.6.15 9,623,870

建物 【1段目】()内は事業所名または名称 2,518,817,455
【2段目】種類/床面積/取得年月日
【3段目】所在/家屋番号
【4段目】構造　
〓足羽東こども園〓
①（園舎）
　保育園/545.52㎡/S49.3.30
　福井市東大味10字杉町4番地1/4番1
　鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 19,227,115
②（ふれあいホール）
　保育園/631.50㎡/H22.11.16
　同上　4番地1、1番地1、39番/4番1の2
　鉄骨造ステンレス鋼板葺2階建 67,724,749
〓あすわ就労支援センター
　あすわ地域生活支援センター〓
③（足羽ワークセンター/あすわ）
　授産所/1358.92㎡/S62.3.14
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　福井市栂野町20字間田6番地、5番地/6番
　鉄筋コンクリート造ルーフィング葺2階建 135,151,223
〓あすわ就労支援センター〓
④（足羽ワークセンター事業所　あおぞら）
　作業場/79.02㎡/H13.12.17
　福井市御幸四丁目307番地/307番
　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1
⑤（パステル）
　作業所/326.40㎡/H23.7.9
　福井市御幸四丁目1806番地/1806番
　木造合金メッキ鋼板葺2階建 31,240,087
〓足羽学園・足羽更生園〓
⑥（足羽学園・足羽更生園:洗濯棟）
　作業場/77.76㎡/S48.6.5
　福井市宿布町19字村ヶ市41番地1/41番1の5
　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1
⑦（足羽学園・足羽更生園:訓練センター）
　生活機能療育訓練ｾﾝﾀｰ/160.65㎡/S58.7.2
　同上　46番地1/46番1の3
　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 8,637,601
⑧（足羽学園・足羽更生園:車庫）
　車庫/86.80㎡/S58.7.30
　同上　46番地1、59番地/46番1の4
　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 1
⑨（足羽学園・足羽更生園:アリーナ棟）
　障害者福祉センター/1887.91㎡/H12.9.20
　同上　46番地1/46番1の5
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建 307,440,966
〓足羽更生園〓
⑩（作業棟）
　作業場/120.00㎡/S52.6.30
　福井市宿布町19字村ヶ市41番地1/41番1の4
　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 3,943,910
⑪（カペラ棟/管理棟）
　養護所/1316.82㎡/S56.4.30
　同上　41番地1、46番地1/41番1の3
　鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 52,183,981
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⑫（ふれあい棟/女子棟）
　養護所/975.70㎡/H10.7.28
　同上　41番地1/41番1の6
　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺3階建 146,165,971
〓あすわ地域生活支援センター〓
⑬（さくら）
　グループホーム/285.81㎡/H22.3.23
　福井市御幸四丁目207番地/207番
　木造ステンレス鋼板葺2階建 26,231,684
⑭（なごみ）
　グループホーム/370.91㎡/H25.5.27
　福井市和田東二丁目1321番地/1321番
　鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 51,800,154
⑮（こもれび）
　グループホーム/308.37㎡/H26.3.27
　福井市和田東一丁目2311、2312番地/2311
　木造合金メッキ鋼鈑ぶき平家建 55,077,095
〓あすわ児童発達支援センター〓
⑯(子ども発達支援センターフレンズあすわ)
　児童福祉施設/866.13㎡/H25.11.25
　福井市大和田一丁目1607番地、1604、1605
　1606、1608、1609番地/1607番
　鉄骨造陸屋根2階建 145,422,773
〓愛全園・法人本部・福井大東包括支援Ｃ〓
⑰（愛全園:本館/法人内託児所/包括支援C）
　老人ホーム/3381.48㎡/S54.3.31
　福井市丸山町40字鷹喰7番地8、10、11番地
　9番地1、9番地2、42番地/7番
　鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 369,281,629
⑱（愛全園:新館）
　老人ホーム/4670.76㎡/H24.5.14
　同上　19番地、10、15番地1、15番地2
　16、17、18、20番地、19番地先/19番
　鉄骨造陸屋根2階建 599,291,279
〓足羽利生苑・法人本部〓
⑲（足羽利生苑:本館/きらく楽/法人本部）
　老人ホーム/2924.27㎡/H3.3.29
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　福井市栂野町20字間田7番地、6、8番地
　7番の2
　鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建 271,693,556
〓足羽利生苑〓
⑳（足羽利生苑:車庫）
　車庫/90.59㎡/H5.12.27
　福井市栂野町20字間田8番地2、3/8番2
　鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 2,705,066
[21]（足羽利生苑:新館）
　老人ホーム/1051.91㎡/H22.6.28
　同上　6番地、7番地/6番の2
　鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 122,248,970
〓グループホーム美山〓
[22]（グループホーム美山）
　グループホーム/565.59㎡/H26.7.17
　福井市美山6字出雲川原1番地、2番地/1番
　木造メッキ鋼板ぶき2階建 103,349,643

定期預金
投資有価証券

基本財産計 2,568,262,866
その他の固定資産

土地
建物 59,017,237

【賃貸物件:内部造作、建物附属設備】
〓足羽東こども園〓
　①保育室プレハブ 1,831,287
〓あすわ就労支援ｾﾝﾀｰ/あすわ相談支援ｾﾝﾀｰ
　②足羽サポートセンター 7,616,231
〓あすわ就労支援センター〓
　③スマイル 9,518,292
〓足羽更生園〓
　④羽生の郷 870,100
　⑤ワンステップ 14,944,177
〓あすわ地域生活支援センター
　⑥とうごう 13,466,102
　⑦たんぽぽ 3,192,783
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　⑧ひまわりの家 1,533,549
　⑨そよかぜ 574,368
　⑩はばたき 448,023
　⑪ひだまり 261,014
　⑫その他のグループホーム 321,442
〓あすわ児童発達支援センター〓
　⑬フレンズみゆき 2,386,903
　⑭フレンズあすわ　駐車場物置 291,159
〓足羽利生苑〓
　⑮災害時備蓄品用物置 1,289,480
〓ボランティア育成〓
　⑯マラソン備品用物置 314,852
【法人全体:その他物置他】 157,475

構築物 各施設　外構工事　他 91,313,835
機械及び装置 給食製造設備　他 15,902,384
車輌運搬具 送迎用バス　他 22,204,339
器具及び備品 各施設　介助リフト　他 145,077,155
建設仮勘定 足羽更生園 2,000,000

　園舎改修工事　設計・監理業務契約手付金
有形リース資産 愛全園 4,900,255

　職員移動用車輌　1台 904,276
福井大東包括支援センター
　職員移動用車輌　4台 3,617,104
法人本部
　カラー複合機 378,875

権利 29,957,085
【敷金】
　〓借地〓
　　グループホーム美山 500,000
　　こもれび 320,055
　　なごみ 228,100
　〓居住用物件建物及び部屋〓
　　たんぽぽ 1,050,000
　　とうごう 660,000
　　ひまわりの家 480,000
　　はばたき① 210,000
　　はばたき② 195,000
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　　ひだまり②　[地番36] 180,000
　　ひだまり①　[地番35] 165,000
　　ひだまり③　[地番33] 135,000
　　さつき(サカヨシレジデンス)6部屋分 648,000
　　そよかぜ 51,000
　〓事業用建物賃貸〓
　　足羽サポートセンター 2,700,000
　　ワンステップ 1,200,000
　　フレンズみゆき 540,000
【水道施設利用権】
　　なごみ 1,265,058
　　こもれび 626,941
　　グループホーム美山 510,617
　　さくら 116,921
【借地権】
　愛全園新館借地　土地賃貸ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 13,328,334
　フレンズあすわ　土地賃貸ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 2,499,905
　グループホーム美山　境界線画定業務等 2,203,845
　こもれび借地　支払仲介手数料 112,019
【電話加入権】
　休止中1回線 31,290

ソフトウェア 基幹システム　他 10,339,923
無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会 96,158,839

　掛金支払額累計残高
長期預り金積立資産
施設整備積立資産 福井銀行　東郷支店　定期預金 349,000,000

福井銀行　東郷支店　普通預金No.003###2 2,000,000
福井銀行　東郷支店　普通預金No.000###5 3,000,000
福井銀行　東郷支店　普通預金No.600###6 2,000,000

人件費積立資産 福井銀行　東郷支店　定期預金 7,000,000
修繕費積立資産
備品等購入積立資産 福井銀行　東郷支店　定期預金 1,745,000
他拠点施設整備積立資産
長期借入金一括返済資金積立資産 福井銀行　新保支店　定期預金 25,000,000
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福井銀行　新保支店　普通預金No.101###7 3,000,000
次年度繰越補助金積立資産
保育所繰越積立資産 21,000,000
保育所施設・整備積立資産 60,000,000

福井銀行　東郷支店　定期預金 57,000,000
福井銀行　東郷支店　普通預金No.003###7 3,000,000

就労支援積立資産 4,500,000
差入保証金 27,506,956

愛全園新館　借地保証金　6名 10,486,056
フレンズあすわ　借地保証金　1名+1法人 6,914,700
こもれび　借地保証金 2,500,000
パステル　借地保証金 2,016,000
なごみ　借地保証金 2,000,000
スマイル　建物賃貸保証金 2,000,000
さくら　借地保証金 1,555,200
議会食堂あすわ　契約保証金 30,000
丸の内パーキング　定期券発行保証金 5,000

長期前払費用 3,502,624
長期前払保険料:各施設火災保険料　H29年～ 2,448,244
リサイクル預託金 679,260
グループホーム美山
　農業集落排水受益者負担金(繰延資産) 208,150
福井ケーブルテレビ加入金　3件 32,580
こしの国ケーブルテレビ加入金 26,229
長期前払保守料:システム保守料　H29年～ 108,161

その他の固定資産
その他の固定資産計 986,125,632

固定資産計 3,554,388,498
資産合計 4,295,075,642
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２．負債の部
流動負債

短期運営資金借入金 【法人本部:他拠点貸付金】 2,000,000
　北陸銀行　福井東支店

事業未払金 44,173,365
①渡辺冷凍食品(株) 6,138,659
②(株)アイル 3,351,140
③就労支援利用者工賃　決算一時金 2,073,468
④アイビーエージェント(株) 2,073,268
⑤エフケーユーテクニカル(株) 1,631,046
⑥(株)サン食品 1,195,408
⑦(株)アクティブライフ 1,173,463
⑧だるま屋商事(株) 1,069,681
⑨(株)アコス 1,058,256
⑩(有)ハトヤ 932,800
⑪みるきぃるうむ 884,873
⑫ミタニレジャーレントール(株) 774,036
⑬(有)内田精肉店 765,815
⑭福井税務署 707,600
⑮(有)笈田モータース 684,116
⑯明祥(株) 601,029
⑰(株)協栄印刷 596,160
⑱(株)ハシノメデイカル 564,306
⑲暁産業(株) 561,706
⑳(株)キャリアシステム　以上、上位20社 550,854
　他　159件 16,785,681

その他の未払金 3,456,436
①データシステム(株)　包括支援システム他 2,522,016
②技建工業(株)　パーティション工事 561,220
③福井キャノン事務機(株)個別支援記録ｼｽﾃﾑ 367,200
④措置児(通帳未保持)臨時福祉給付金　1件 6,000

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 30,000,000

【愛全園:増改築資金】
　福井銀行　東郷支店

1年以内返済予定長期運営資金借入金 【法人本部:他拠点貸付金】 6,000,000
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　福井銀行　東郷支店
1年以内返済予定リース債務 リコーリース(株) 783,044

　カラー複合機　1台 186,984
福井ダイハツ販売(株)
　職員移動用軽自動車　5台 596,060

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 38,207,812

関係職員　変動給3月分(4月支払分)
　一般職員 6,909,079
　臨時職員 350,383
　嘱託職員 49,500
　定時職員 11,163,302
　アルバイト職員(入職前研修含む) 398,400
就労支援利用者　工賃3月分(4月支払分) 1,218,784
福井年金事務所　社会保険料3月分 13,676,206
福井市企業局　上下水道料2～3月分 2,786,432
福井労働局　労働保険料　平成27年度分 1,408,165
3月取得車両　任意保険　平成27年度分 132,720
県庁生活協同組合　議会食堂水道料1～3月分 114,841

預り金 651,362
源泉所得税　3月支払謝礼等 58,031
利用者・各家族会　医療費等一時預かり 593,331

職員預り金 7,458,116
源泉所得税　3月支払給与等分(4月納付) 2,066,577
住民税　3月分(4月納付) 3,954,100
健康保険料　期末退職職員3月分他(5月納付) 307,825
介護保険料　期末退職職員3月分他(〃) 11,887
厚生年金保険料　期末退職職員3月分他(〃) 552,653
雇用保険料　平成27年度分(7月納付) 565,074

前受金
前受収益 平成28年度　電柱土地使用料 24,000
仮受金
賞与引当金 170,452,085

H28.6支払賞与　計算期間H26.10～H27.3 149,722,714
H28.6支払賞与　法定福利費相当額(労保除) 20,729,371

その他の流動負債
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流動負債計 303,206,220
固定負債

設備資金借入金 【愛全園:増改築資金】 142,500,000
　福井銀行　東郷支店　H29.4～H33.12

長期運営資金借入金 【法人本部:他拠点貸付金】 40,500,000
　福井銀行　東郷支店　H29.4～H35.12

リース債務 リコーリース(株) 4,189,803
　カラー複合機　1台　H29.4～H30.4 210,013
福井ダイハツ販売(株)
　職員移動用軽自動車　5台　H29.4～H34.4 3,979,790

役員等長期借入金
退職給付引当金 福井県民間社会福祉施設職員退職共済会 153,490,461

　期末退職金要支給額
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

固定負債計 340,680,264
負債合計 643,886,484
差引純資産 3,651,189,158


