
社会福祉法人宏徳福祉会

令和 4年 3月31日現在

財 産 目 録
別紙４

（単位 ： 円）

貸借対照表科目 貸借対照表価額場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額

Ｉ 資産の部

  1 流動資産

  現金預金

424,153-- -運転資金として(法人本部)鹿児島銀行徳之島支店      普通預金

11,494,497-- -運転資金として(亀津保育園)奄美信用組合徳之島支店　　　普通預金

2,343,854-- -運転資金として(分園おひさま)奄美信用組合徳之島支      普通預金
店

607,635-- -運転資金として(あおぞら園)奄美大島信用金庫徳之島      普通預金
支店

9,981,114-- -運転資金として(あおぞら園)奄美信用組合徳之島支店　　　普通預金

24,851,253小計

  事業未収金

372,160-- -R3年3月分学童保育利用料等利用者      亀津保育園

10,524,607-- -R3年2月,3月分通所給付費等鹿児島県国民保険連合会他      あおぞら園

10,896,767小計

-- -  未収金

15,799-- -町民税等職員  　　亀津保育園

22,755-- -町民税等職員　　　分園おひさま

38,554小計

-- -　未収補助金

6,660,026-- -R3年度放課後児童健全育成事業費補助徳之島町  　　亀津保育園
金等

328,414-- -特例処遇改善費補助金徳之島町　　　分園おひさま

6,988,440小計

42,775,014流動資産合計

  2 固定資産

  (1) 基本財産

65,309,000-1980年度 65,309,000第2種社会福祉事業である,亀津保育園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪33  土地(亀津保育園)
に使用している34番所在の

-1980年度 -第2種社会福祉事業である,亀津保育園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字美代願  
に使用している山3359番所在の亀津保育園敷地(567.0

8㎡)

-1980年度 -第2種社会福祉事業である,亀津保育園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字美代願  
に使用している山3360番所在の亀津保育園敷地(509.7

6㎡)

15,975,000-2017年度 15,975,000第2種社会福祉事業である,分園おひさ鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋　土地(分園おひさま)
まに使用している丹地5553番18所在の分園おひさま敷地

(1007.46㎡)

-2017年度 -第2種社会福祉事業である,分園おひさ鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡42  
まに使用している23番3所在の分園おひさま敷地(1161㎡

)

15,975,000-2021年度 15,975,000第2種社会福祉事業である,あおぞら園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡42  土地(あおぞら園)
に使用している23番3所在のあおぞら園敷地(2057㎡)

97,259,000小計

10,597,94740,006,0531980年度 50,604,000第2種社会福祉事業である,亀津保育園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪33  建物(亀津保育園)
に使用している34番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀

津字美代願山3359番地所在の鉄筋ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ造陸屋根2階建亀津保育園園舎1棟(4

50.75㎡)

13,731,86934,770,1311986年度 48,502,000第2種社会福祉事業である,亀津保育園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字峯窪33  
に使用している34番地,3334番地先,大島郡徳之島町亀

津字美代願山3359番地所在の鉄筋ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ･木造陸屋根･ｽﾚｰﾄ葺2階建亀津保育

園園舎(313.89㎡)
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109,058,17020,335,0522017年度 129,393,222第2種社会福祉事業である,分園おひさ鹿児島県大島郡徳之島町亀津字共木屋  建物(分園おひさま)
まに使用している丹地5553番地18,亀津字川渡4223番地3

所在の木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建分

園おひさま園舎(375.48㎡)

120,783,1313,104,5402021年度 123,887,671第2種社会福祉事業である,あおぞら園鹿児島県大島郡徳之島町亀津字川渡42  建物(あおぞら園)
に使用している23番3所在の木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平家

建あおぞら園園舎

254,171,117小計

351,430,117基本財産合計

  (2) その他の固定資産

-- -  建物

4,541,0446,550,074- 11,091,118電気設備工事他　　　亀津保育園

103,456140,844- 244,300電気設備工事他　　　分園おひさま

4,644,500小計

-- -  構築物

4,972,0577,968,203- 12,940,260遊具他　　　亀津保育園

6,850,8932,566,815- 9,417,708新築外構工事他　　　分園おひさま

10,533,887275,642- 10,809,529新築外構工事他　　　あおぞら園

22,356,837小計

-- -  車両運搬具

11,199,999- 1,200,000軽自動車3435　　　亀津保育園

992,9224,683,527- 5,676,449送迎車他車輌8台　　　あおぞら園

992,923小計

-- -  器具及び備品

2,176,22316,754,687- 18,930,910コンテナ他　　　亀津保育園

824,5241,854,798- 2,679,322冷蔵庫他　　　分園おひさま

1,435,8962,478,764- 3,914,660エアコン他　　　あおぞら園

4,436,643小計

-- -  権利

36,000-- -電話加入権　　　亀津保育園

36,000小計

-- -  ソフトウェア

170,940263,760- 434,700ＩＣＴシステム他　　　亀津保育園

105,82065,780- 171,600ＩＣＴシステム他　　　分園おひさま

276,760小計

2,376,300-- -職員の退職に備えた積立金(亀津保育園)  退職給付引当資産

1,811,700-- -職員の退職に備えた積立金(分園おひさま)  

4,188,000小計

1,000,000-- -将来における人件費支出に備えた積立(亀津保育園)  人件費積立資産
金

4,000,000-- -将来における修繕費支出に備えた積立(亀津保育園)  修繕費積立資産
金

1,000,000-- -将来における備品等購入費に備えた積(亀津保育園)  備品等購入積立資産
立金

6,000,000小計

300,000-- -敷金(亀津保育園)  その他の固定資産

250,000-- -敷金(あおぞら園)  

550,000小計

43,481,663その他の固定資産合計

394,911,780固定資産合計

437,686,794資産合計

Ⅱ 負債の部

  1 流動負債

  事業未払金

90,000-- -役員報酬他  　　法人本部

4,012,591-- -給食材料費,保育材料費他      亀津保育園
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3,138,136-- -給食材料費,保育材料費他      分園おひさま

2,489,837-- -給食材料費,保育材料費他      あおぞら園

9,730,564小計

-- -　その他の未払金

210,000-- -職員預り金超過分  　　法人本部

210,000小計

-- -  1年以内返済予定設備資金借入金

4,200,000-- -奄美信用組合　　　分園おひさま

6,109,000-- -福祉医療機構,奄美信用組合　　　あおぞら園

10,309,000小計

-- -  未払費用

468,787-- -賞与引当金社会保険料  　　亀津保育園

175,750-- -賞与引当金社会保険料　　　分園おひさま

160,676-- -賞与引当金社会保険料  　　あおぞら園

805,213小計

-- -　預り金

3,045-- -利用者負担金　　　あおぞら園

3,045小計

  職員預り金

794,703-- -所得税,町民税,社会保険料他    　亀津保育園

215,949-- -所得税,町民税,社会保険料他      分園おひさま

247,411-- -所得税,町民税,社会保険料他      あおぞら園

1,258,063小計

  賞与引当金

3,125,248-- -来期7月分賞与引当金      亀津保育園

1,171,670-- -来期7月分賞与引当金　　　分園おひさま

1,071,179-- -来期7月分賞与引当金　　　あおぞら園

5,368,097小計

27,683,982流動負債合計

  2 固定負債

-- -  設備資金借入金

63,350,000-- -奄美信用組合　　　分園おひさま

113,891,000-- -福祉医療機構,奄美信用組合　　　あおぞら園

177,241,000小計

-- -  退職給付引当金

2,376,300-- -鹿児島県社会福祉協議会退職共済　　　亀津保育園

1,811,700-- -鹿児島県社会福祉協議会退職共済　　　分園おひさま

4,188,000小計

181,429,000固定負債合計

209,112,982負債合計

228,573,812差引純資産


