
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 35,319

現金　 現金手許残高 相談支援受託事業 5,544

現金　 現金手許残高 就労移行事業　STEP ONE 0

現金　 現金手許残高 就業・生活支援センターきりま 4,859

現金　 現金手許残高 共同生活援助・介護事業 GH 75

普通預金四国銀行　須崎支店 №5102695 法人本部 0

普通預金四国銀行　須崎支店 №5102686 生活介護事業　くすのき園 38,597,369

普通預金四国銀行　須崎支店 №5102710 就労移行事業　STEP ONE 21,072,879

普通預金四国銀行　須崎支店 №5102701 短期入所事業 180,828

普通預金四国銀行　須崎支店 №5102677 相談支援受託事業 1,285,542

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 2,520,083

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 1,557,194

普通預金四国銀行　須崎支店 №5102659
生活介護事業　くすのき
園 3,339,378

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 44,679

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 23,494,041

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 479,184

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 89,097

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 514,514

普通預金ゆうちょ銀行 №13989 生活介護事業　くすのき園 4,805,235

現預金計 98,025,820

事業未収金 科目内訳参照 61,307,405

未収金 科目内訳参照 5,798,000

立替金 別紙明細参照 31,628,815

前払費用 科目内訳参照 987,450
流動資産合計 197,747,490

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 ㎡

建物　　　　　　計 362,871,231

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 10,719,379

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

財　　　産　　　目　　　録

平成　28年　　3月　31日　現在

資　産　･　負　債　の　内　訳
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法人名　　社会福祉法人　須崎育成協会

(単位　:　円）
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財　　　産　　　目　　　録

平成　28年　　3月　31日　現在

資　産　･　負　債　の　内　訳
　地目　宅地 46番 495.01 ㎡ 29,658,735

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 　　 計 21,852.80 ㎡ 134,538,971
基本財産合計 508,129,581

（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

所　　在　　高知県土佐市蓮池字田中

　地目　田 上記造成費 102,927,622

　土地 　　 計 7,606.00 ㎡ 221,478,377

固定資産管理台帳参照 2,054,229

固定資産管理台帳参照 267,750

構築物 固定資産管理台帳参照 14,743,482

車輌運搬具 固定資産管理台帳参照 1,549,228

器具及び備品 固定資産管理台帳参照 1,891,936

建設仮勘定 467,099,040

権利 146,600

ソフトウェア 固定資産管理台帳参照 51,625

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 1,000,000

共済財団退職金預け金　　 15,298,979

長期前払費用 科目内訳参照 358,990
その他の固定資産合計 732,940,236

固定資産合計 1,241,069,817

資産の部合計 1,438,817,307

建物

建物附属設備

土　　　地

土　　　地

土　　　地
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平成　28年　　3月　31日　現在
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Ⅱ　負債の部

１　流動負債
短期運営資金借入金 別紙明細参照 31,628,815

事業未払金 科目内訳参照 8,724,824

職員預り金 科目内訳参照 180,103

賞与引当金 別紙明細参照 6,668,000

未払消費税等 660,500

流動負債合計 47,862,242

2　固定負債
設備資金借入金 別紙明細参照 361,500,000

退職給付引当金 15,298,979
固定負債合計 376,798,979

負債の部合計 424,661,221

差引純資産 1,014,156,086


