
財　  産　  目　  録
平成30年 3月31日 現在 別紙４

事業・拠点   [1000:法人合計]

(単位：円)

貸借対照表科目 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 貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
 1　流動資産
      現金預金
      　普通預金 熊本信用金庫本店営業部 ― 運転資金として ― ―   552,798,282
      事業未収金 ― 2月、3月分介護報酬及び利用料等 ― ―   275,405,464
      未収補助金 ― 平成学園本棟復旧工事に伴う施設整備等国庫補助 ― ―     7,267,000
      立替金 ― すまいる１開設工事費の本部立替金等 ― ―     1,066,758
      前払金 ― 4月家賃等建物賃借料や保険料等 ― ―     4,497,333
      拠点区分間貸付金 ― 本部から施設（すまいる等）への運転資金貸付 ― ―     8,300,000

        流動資産合計   849,334,837
 2　固定資産
  (1) 基本財産
      土地 熊本市南区薄場2丁目497番の1所在　（391.25㎡） 平成28年度 グループホームすまいる２用地として    16,583,200    16,583,200

熊本市北区下硯川2丁目1646番4（2680㎡） 平成29年度 はなぞの学苑移転建替用地として    88,999,904    88,999,904
        小計   105,583,104

      建物 熊本市西区花園7丁目1017番地2所在（941.45㎡）他 平成26年度 はなぞの学苑苑舎他として    16,286,704     7,405,260     8,881,444
熊本市西区小島9丁目1732番地1所在（1522.00㎡）他 平成26年度 平成学園園舎他として   140,514,430    30,001,416   110,513,014
熊本市西区花園7丁目961番地9及び10所在（5934.95㎡） 平成26年度 明生園園舎として 1,293,220,416   211,299,308 1,081,921,108
熊本市西区城山薬師2丁目780番地他所在（2225.73㎡） 平成26年度 明飽苑苑舎として   416,534,068   112,690,060   303,844,008
熊本市西区城山薬師2丁目780番地の1所在（1487.83㎡） 平成26年度 長寿の里デイサービスセンター本棟として   214,992,077    39,515,256   175,476,821
熊本市東区秋津3丁目1399番地所在（551.40㎡） 平成26年度 秋津デイサービスセンター本棟として    53,189,133     9,361,284    43,827,849
熊本市北区徳王町字藤原870番地8の2（376.01㎡） 平成26年度 西里デイサービスセンター専有部として    67,122,789    11,276,628    55,846,161
熊本市中央区壺川2丁目1829番地所在（949.35㎡） 平成26年度 中央デイサービスセンター本棟として   104,048,503    16,647,760    87,400,743
熊本市南区薄場2丁目497番の1所在（158.16㎡） 平成28年度 グループホームすまいる２として    36,195,990     2,672,586    33,523,404

        小計 1,901,234,552
      基本財産特定預金 昭和57年 法人設立基本金     3,000,000     3,000,000

        基本財産合計 2,009,817,656
  (2) その他の固定資産
      建物 はなぞの学苑、平成学園、明生園等 平成3年度 物置、倉庫等として    72,847,740    17,886,305    54,961,435
      構築物 はなぞの学苑、平成学園、すまいる２等 平成27年度 ビニールハウス、外構等     6,346,018     1,091,824     5,254,194
      機械及び装置 はなぞの学苑、平成学園 平成元年度 作業用機械     1,296,315     1,013,861       282,454
      車輌運搬具 法人本部、はなぞの学苑、平成学園等 平成9年度 利用者送迎用、事務連絡用車両として    39,223,407    36,989,554     2,233,853
      器具及び備品 はなぞの学苑、平成学園、明生園等 平成2年度 椅子、テーブル、パソコン等備品として   113,677,352    69,519,369    44,157,983
      ソフトウェア 法人本部、はなぞの学苑、平成学園、長寿の里等 平成19年度 会計、給与及び請求ソフト等として    46,805,521    37,169,507     9,636,014
      投資有価証券 熊本信用金庫出資証券 平成19年度 出資金として       100,000       100,000
      退職給付引当資産 国債他 平成20年度 市補助による退職引当金    84,293,521    84,293,521
      長期預り金積立資産 熊本信用金庫本店営業部 平成17年度 中退共清算時の退職金預かり    21,548,467    21,548,467
      運用財産積立資産 熊本信用金庫本店営業部 昭和57年度 法人設立資金     7,000,000     7,000,000
      人件費積立資産 国債、地方債他 平成24年度 人件費に対する積立金    89,219,955    89,219,955
      施設整備積立資産 国債、地方債他 平成23年度 施設等の整備資金として   499,839,476   499,839,476
      修繕積立資産 地方債 平成23年度 明生園の修繕資金として    22,000,968    22,000,968
      差入保証金 ― 事務所賃借敷金等として     2,678,000     2,678,000
      長期前払費用 ― すまいる２火災保険料として       336,245       336,245
      建替積立資産 国債他 平成26年度 譲渡施設建替資金として 1,034,633,332 1,034,633,332

        その他の固定資産合計 1,878,175,897
        固定資産合計 3,887,993,553
          資産合計 4,737,328,390

Ⅱ 負債の部
 1　流動負債



財　  産　  目　  録
平成30年 3月31日 現在 別紙４

事業・拠点   [1000:法人合計]

(単位：円)

貸借対照表科目 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 貸借対照表価額
      事業未払金 ― ― ―   146,680,859
      預り金 ― ― ―        10,800
      職員預り金 ― ― ―    15,982,116
      前受金 ― ― ―        62,400
      拠点区分間借入金 ― ― ―     8,300,000

        流動負債合計   171,036,175
 2　固定負債
      退職給付引当金 ― ― ―    84,293,521
      長期預り金 ― ― ―    21,548,467

        固定負債合計   105,841,988
          負債合計   276,878,163

          差引純資産 4,460,450,227


