
　固定資産物品（１件１０万円以上の物品他）
　　　（本　  　　部） 職員宿舎他
 　　（慈　母　園） 点字ラベラー他

　　 （五　色　園） シンク他

　　　（明 日 香 園） 液晶プロジェクター他

社会福祉法人　壷 阪 寺 聚 徳 会　 　　　（光 　明 　園） パラマウントベッド他

【　資　産　の　部　】 平成３０年３月３１日　現在 　　　（陽 　明 　荘） 失効型避難器具他

1．流動資産 　　　（ケアハウス） ホットケース他

　預　　　金 　　　（特養 ・ 第二） ＩＨクッキングヒーター他

　　（本　　 　部） 　　　（デイ ・ 第二） 福祉自動車他

　 （慈　母　園） 　　　（在介 ・ 第二） 有孔ボード他

 　（五　色　園） 　　　（訪問 ・ 第二） 軽自動車他

　　（明 日 香 園） 　その他積立預金
　　（光明・陽明） 　　　（慈　母　園）
　　（第二慈母園） 　　　（五　色　園）
　　（ケアハウス）

　未　収　金
　　（本　　 　部） 詳細は別紙明細参照 　拠点区分長期貸付金
 　（慈　母　園） 措置費収入他　 　　　〃 　　　　（本　 　　部）

　 （五　色　園） 　　〃 　　　〃

　　（明 日 香 園） 支援費収入他　 　　　〃 その他の固定資産合計
　　（光　明　園） 介護保険収入他 　　　〃 固定資産合計
　　（デイ・陽明荘） 　　〃 　　　〃 資　産　合　計
　　（在介・陽明荘） 　　〃 　　　〃

　　（特養 ・ 第二） 　　〃 　　　〃 【　負　債　の　部　】
　　（デイ ・ 第二） 　　〃 　　　〃 １．流動負債
　　（在介 ・ 第二） 　　〃 　　　〃 　　短期運営資金借入金
　　（訪問 ・ 第二） 　　〃 　　　〃 　　　　（本　　 　　部）

　　（ケアハウス） 補助金他　　　 　　　〃 　　未　払　金
　立　替　金 　　　　（本　　 　　部） 理事会等会議費他 詳細は別紙明細参照

　　（本　　 　部） 　　 　（慈　母　園） 修繕積立金他 　　　〃

 　（慈　母　園） 　　 　（五　色　園） 給食材料費他 　　　〃

　 （五　色　園） 　　　　（明 日 香 園） 寝具賃貸料他 　　　〃

　　（明 日 香 園） 光熱水費他 　　　〃

　　（光　明　園） 　　　　（光 　明 　園） 　　〃 　　　〃

　　（デイ・陽明荘） 　　　　（デイ・陽明荘） 健康診断料他 　　　〃

　　（特養 ・第二） 　　　　（特養 ・ 第二） 光熱水費他 　　　〃

　　（ケアハウス） 　　　　（デイ ・ 第二） 健康診断料 　　　〃

流動資産合計 　　　　（在介 ・ 第二） 　　〃 　　　〃

２．固定資産 　　　　（訪問 ・ 第二） 　　〃 　　　〃

　土　　　　地 　　預　り　金
　（ 本　　部 ）兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2279番ノ2 原野 ㎡ 　　　　（本　　 　　部）

兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字船瀬2280番ノ1 原野 ㎡ 　　 　（慈　母　園）
兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2270番ノ6 ため池 ㎡ 　　　　（光 　明 　園）
奈良県高市郡高取町大字清水谷149番3 山林 ㎡ 流動負債合計
奈良県高市郡高取町大字清水谷42番1 雑種地 ㎡ ２．固定負債
奈良県高市郡高取町大字清水谷42番3 雑種地 ㎡ 　　長期設備資金借入金
奈良県高市郡高取町大字清水谷47番 宅地 ㎡ 　　　　（本　　 　　部）
奈良県高市郡高取町大字清水谷2689番 雑種地 ㎡ 　　 　（慈　母　園）

　（五　色　園）兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3 宅地 ㎡ 　　 　（五　色　園）
兵庫県津名郡五色町鳥飼字670番の4 宅地 ㎡ 　　　　（明 日 香 園）

　（光　明　園）奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5 宅地 ㎡ 　　　　（光 　明 　園）

　（第二慈母園）奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2078番地 宅地 ㎡ 　　　　（特養 ・ 第二）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2079番地 宅地 ㎡
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2080番地 宅地 ㎡ 　　長期運営資金借入金
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2081番地 宅地 ㎡ 　　　　（本　　 　　部）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2082番地 宅地 ㎡ 　　拠点区分長期借入金
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2088番地 宅地 ㎡ 　　 　（ 本　　部 ）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地 宅地 ㎡ 　　　　（ 第二慈母園）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2097-1番地 宅地 ㎡ 　　長期預り金（管理費）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字山際2070-2番地 宅地 ㎡

　建　　　　物 固定負債合計
　（慈　母　園）奈良県高市郡高取町大字壷阪4番地他建造物 鉄骨造３階建他 ㎡ 負　債　合　計
　（五　色　園）兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3 鉄骨造３階建他 ㎡ 差　引　純　資　産
　（明 日 香 園）奈良県高市郡明日香村川原２６３ノ３番地 鉄骨造２階建他 ㎡

　（光　明　園）奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 ㎡

　（陽　明　荘）奈良県高市郡高取町大字清水谷149番5の2 鉄骨造３階建他 ㎡

　（第二慈母園）奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2、3階建 ㎡

基本財産合計

360.00

873.00

1247.00

464.00

307,480

21,907,000

0

129,600
906,458

　（明 日 香 園） 141,896,046

0

141,896,046

59,508,660

535,017

15,721,298
62,061,727

財　　　産　　　目　　　録

104,533

204,208,554

0

966,004
1,070,643

160,067,699

22,621,437
472,693

18,500,231

39,550

49,883,501

1,829,431

50,000

1,934,053
230,191

321,130

2,477,944
571,290

　（ケアハウス）

49,683,478

410,759,940

386,897,690

34,041,715

20,852,863

958.00

3360.47

295,634,940

　（ケアハウス）

　（明 日 香 園）

6,942,218
5,707,570

151,300,000

64,345,205

1288.00

109.00

1,717,362
6,541,379

307,480

15,770,320

1193.00

2,246,736

48,634,000

347,792

532.00

9,750,888

2,928,385

2,725,627,197

83,394,216

18,579,504
774,456

2,101,364

776,284
4

51,550,527
15,654,874

2
123,794,396

2,030,000
3,500,000

355,000,000

20,582,297
97,682,099

293,196,046

8,451,408

29,535,189

326,811
12,150,701
10,698,493

355,000,000

500,384,658

3,112,524,887

5495.73

411.31

980,780,027

1,814,482,599
92,387,730

2,050,688,181

6,598,721
96,625,900

20,582,297

53,980,750
53,980,750

654,978,699
1,061,836,706

20,582,297

42,556,152

293,196,046

151,300,000

25,103,893
78,657,620

2876.00 14,729,000

900.28

219.22

1601.90

3114.83 346,661,751

1675.70 51,204,260
2982.17 291,830,392

565.28

221.48

122.31

3156.98

2187.69

46.28

2753.23

　（ケアハウス）

　（ケアハウス）

287,219,606

406,858,007

0

20,414
65,296

288,088

2,225,242,539

51,618,439

51,762,000


