
別紙5

法人名　　社会福祉法人　須崎育成協会

(単位　:　円）

金　　額

Ⅰ資産の部

1　流動資産

現金預金

現金　 現金手許残高 生活介護事業　くすのき園 24,590

現金　 現金手許残高 相談支援受託事業 7,234

現金　 現金手許残高 就労移行事業　STEP ONE 13,372

現金　 現金手許残高 就業・生活支援センターきりま 10,933

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102695 法人本部 47

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102686 生活介護事業　くすのき園 39,108,119

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102710 就労移行事業　STEP ONE 9,574,474

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102701 短期入所事業 2,335,712

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102677 相談支援受託事業 3,726,783

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102668
共同生活援助・介護事業
サービス　GHくすのき 2,700,282

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5107280 就業・生活支援センターきりま 708,690

普通預金 四国銀行　須崎支店 №5102659
生活介護事業　くすのき園
　　　　（施設建設用） 14,153,294

普通貯金 土佐くろしお農業協同組合　大谷出張所 №0005181 法人本部 3,757,603

普通預金 土佐くろしお農業協同組合　大谷出張所 №0005170 生活介護事業　くすのき園 6,273,548

普通預金 土佐くろしお農業協同組合　大谷出張所 №0005244 就労移行事業　STEP ONE 963,018

普通預金 土佐くろしお農業協同組合　大谷出張所 №0005288 短期入所事業 92,552

普通預金 土佐くろしお農業協同組合　大谷出張所 №0005200
共同生活援助・介護事業
サービス　GHくすのき 1,875,737

普通預金 ゆうちょ銀行 №13989 生活介護事業　くすのき園 2,714,727

定期預金 土佐くろしお農協協同組合　大谷出張所 №11276005 生活介護事業　くすのき園 97,500

現預金計 88,138,215

事業未収金 科目内訳参照 60,784,299

未収金 科目内訳参照 16,617

前払金 科目内訳参照 171,976

流動資産合計 149,111,107

2　固定資産

（1）　基本財産

建　　　物 所　　　在　高知県須崎市大谷字井立山915番地30、915番地1

　　　　　　　及び字井立818

種　　　類　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄骨造ｽﾚｰﾄ葺平家建 2,112.77 ㎡

所　　　在　高知県須崎市大谷字井立山915番地30

種　　　類　鉄骨鋼板葺平家建 180.00 ㎡

所　　　在　高知県須崎市西崎町430番地1

種　　　類　木造ｽﾚｰﾄ葺2階建 287.43 ㎡

所　　　在　高知県須崎市桐間西46番地

種　　　類　木造鋼板葺2階建 161.65 ㎡

所　　　在　高知県須崎市多ノ郷字灘甲4462番地5

　　　　　　　字蛇ヶ谷甲5483番地5及び5483番地6

種　　　類　鉄骨鋼板葺平家建 162.88 ㎡

建物　　　　　　計 390,629,083

建物付属建物 種　　　類　建物付属設備　冷暖房等

種　　　類　ソーラースシステム等

建物付属設備　計 15,003,117

土　　　地 所　　　在　　高知県須崎市大谷字井立山

　地目　宅地 915番30 5,769.49 ㎡

　地目　山林 915番1 10,287.00 ㎡

　地目　山林 915番20 3,722.00 ㎡

　地目　畑 818番 327.00 ㎡

20,105.49 ㎡ 72,564,335

土　　　地 所　　　在　　高知県須崎市大谷字神保ヶ和田

　地目　田 826番2 99.00 ㎡

　地目　田 826番3 99.00

　地目　田 826番4 216.00

財　　　産　　　目　　　録

資　産　･　負　債　の　内　訳
平成　27年　　3月　31日　現在
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法人名　　社会福祉法人　須崎育成協会

(単位　:　円）

金　　額

財　　　産　　　目　　　録

資　産　･　負　債　の　内　訳
平成　27年　　3月　31日　現在

　地目　田 826番5 439.00

853.00 ㎡ 6,520,600

土　　　地 所　　　在　　高知県須崎市西崎町

　地目　宅地 429番1　 97.19 ㎡

　地目　宅地 430番1 336.11 ㎡

433.30 ㎡ 29,315,901

土　　　地 所　　　在　　高知県須崎市桐間西

　地目　宅地 46番 495.01 ㎡ 29,658,735

土　　　地 所　　在　高知県須崎市多ノ郷字灘甲

　地目　宅地　　　　　　　　　 4462番5 126.93 ㎡

　地目　宅地　　　　　　　　　 4462番9 35.43 ㎡

　地目　保安林　　　　　　　 4462番6 219.00 ㎡

所　　在　高知県須崎市蛇ヶ谷甲

　地目　保安林　　　　　　　 5483番3 201.00 ㎡

　地目　宅地 5483番5 171.00 ㎡

　地目　宅地 5483番6 219.26 ㎡

972.62 ㎡ 4,500,000

土　　　地 所　　　在　　高知県須崎市大谷字井立

　地目　田 819番1 819.00 ㎡ 3,000,000

土　　　地 所　　　在　　高知県須崎市大谷字井立

　地目　田 795番 638.00 ㎡ 1,722,600

　土地 　　 計 24,316.42 ㎡ 147,282,171

基本財産合計 552,914,371

（2）　その他の固定資産

所　　在　　高知県土佐市蓮池字田中

　地目　田 532番1 1,141.00 ㎡

　地目　田 532番ロの1 1,140.00 ㎡

　地目　田 532番ロの2 743.00 ㎡

　地目　田 533番 1,368.00 ㎡

　地目　田 534番1 187.00 ㎡

　地目　田 535番 492.00 ㎡

　地目　田 536番1 84.00 ㎡

　地目　田 537番 234.00 ㎡

5,389.00 ㎡ 83,953,755

所　　在　　高知県土佐市蓮池字田中

　地目　田 530番1 960.00 ㎡

　地目　田 531番1 1,257.00 ㎡

2,217.00 ㎡ 34,597,000

　土地 　　 計 7,606.00 ㎡ 118,550,755

固定資産管理台帳参照 3,749,999

固定資産管理台帳参照 305,550

構築物 固定資産管理台帳参照 16,167,309

車輌運搬具 固定資産管理台帳参照 2,499,540

器具及び備品 固定資産管理台帳参照 10,171,318

建設仮勘定 6,291,500

権利 146,600

ソフトウェア 固定資産管理台帳参照 113,575

人件費積立預金 1,000,000

修繕積立預金 6,000,000

減価償却積立預金 11,000,000

施設整備等積立預金 39,000,000

共済財団退職金預け金　　 15,943,569

長期前払費用 科目内訳参照 272,967

その他の固定資産合計 231,212,682

固定資産合計 784,127,053

建物

建物附属設備

土　　　地

土　　　地

2



別紙5

法人名　　社会福祉法人　須崎育成協会

(単位　:　円）

金　　額

財　　　産　　　目　　　録

資　産　･　負　債　の　内　訳
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資産の部合計 933,238,160

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

事業未払金 科目内訳参照 9,756,574

1年以内返済予定設備資金借入金 10,533,500

賞与引当金 5,825,000

未払消費税等 1,189,800

流動負債合計 27,304,874

2　固定負債

退職給付引当金 15,943,569

固定負債合計 15,943,569

負債の部合計 43,248,443

差引純資産 889,989,717
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