
第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

愛歩拠点区分  貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人  きまもり会
(単位：円) 

資 産 の 部

勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減

負 債 の 部

勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減

流動資産 37,333,778 35,142,781 2,190,997流動負債 5,022,776 4,935,764 87,012

現金預金 37,224,978 35,142,781 2,082,197 短期運営資金借入金

現金 事業未払金

預金 37,224,978 35,142,781 2,082,197 その他の未払金

尾東農協0009726 34,833,904 32,762,338 2,071,566 支払手形

尾東農協0009588 1,744,043 1,662,894 81,149 役員等短期借入金

尾東農協0058933 510,541 571,741 △61,200 １年以内返済予定設備資金借入金 2,830,000 2,830,000 0

UFJ3753548 136,490 145,808 △9,318 １年以内返済予定長期運営資金借入金

瀬戸信金0272402 １年以内返済予定リース債務

有価証券 １年以内返済予定役員等長期借入金

事業未収金 １年以内返済予定事業区分間借入金

未収金 108,800 108,800 １年以内返済予定拠点区分間借入金

未収補助金 １年以内支払予定長期未払金

未収収益 未払費用

受取手形 預り金

貯蔵品 職員預り金 2,192,776 2,105,764 87,012

医薬品 源泉所得税 272,159 253,589 18,570

診療・療養費等材料 住民税 818,200 722,300 95,900

給食用材料 社会保険 1,081,957 1,100,115 △18,158

商品・製品 退職共済掛金 20,460 29,760 △9,300

仕掛品 その他

原材料 前受金

立替金 前受収益

前払金 事業区分間借入金

前払費用 拠点区分間借入金

１年以内回収予定長期貸付金 仮受金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金 賞与引当金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 その他の流動負債

短期貸付金 固定負債 19,236,730 21,397,130 △2,160,400

事業区分間貸付金 設備資金借入金 15,739,000 18,569,000 △2,830,000

拠点区分間貸付金 長期運営資金借入金

仮払金 リース債務

その他の流動資産 役員等長期借入金

徴収不能引当金 事業区分間長期借入金

固定資産 111,510,626 115,818,884 △4,308,258 拠点区分間長期借入金

基本財産 93,797,855 97,777,801 △3,979,946 退職給付引当金 3,497,730 2,828,130 669,600

土地 長期未払金

建物 147,168,000 147,168,000 0 長期預り金

減価償却累計額 △53,370,145 △49,390,199 △3,979,946 その他の固定負債

定期預金 負 債 の 部 合 計 24,259,506 26,332,894 △2,073,388

投資有価証券 純 資 産 の 部

その他の固定資産 17,712,771 18,041,083 △328,312基本金 21,215,000 21,215,000 0

土地 国庫補助金等特別積立金 48,846,583 51,768,492 △2,921,909

建物 その他の積立金 12,570,000 12,570,000 0

構築物 2,999,850 2,999,850 0 修繕積立金 7,500,000 7,500,000 0

機械及び装置 工賃変動積立金 1,040,000 1,040,000 0

車輌運搬具 6,179,517 6,179,517 0 設備等整備積立金 4,030,000 4,030,000 0

器具及び備品 14,664,825 14,664,825 0

建設仮勘定 次期繰越活動増減差額 41,953,315 39,075,279 2,878,036

有形リース資産  (うち当期活動増減差額) 2,878,036 802,410 2,075,626

減価償却累計額 △22,399,151 △21,401,239 △997,912

建物

構築物 △2,879,853 △2,819,857 △59,996

機械及び装置

車輌運搬具 △5,415,216 △4,688,979 △726,237

器具及び備品 △14,104,082 △13,892,403 △211,679

有形リース資産

権利

ソフトウェア

無形リース資産

投資有価証券

長期貸付金

事業区分間長期貸付金

拠点区分間長期貸付金

退職給付引当資産 3,497,730 2,828,130 669,600

長期預り金積立資産

積立資産 12,570,000 12,570,000 0

修繕積立資産 7,500,000 7,500,000 0

工賃変動積立資産 1,040,000 1,040,000 0

設備等整備積立資産 4,030,000 4,030,000 0

差入保証金 200,000 200,000 0

長期前払費用

その他の固定資産

純 資 産 の 部 合 計 124,584,898 124,628,771 △43,873

資 産 の 部 合 計 148,844,404 150,961,665 △2,117,261 負債及び純資産の部合計 148,844,404 150,961,665 △2,117,261


