














別紙５

社会福祉法人柏崎刈羽福祉事業協会 単位：円

金　　　　　額

Ⅰ資産の部

１．流動資産

現金預金 501,008,098
現金 小口現金 410,000
普通預金 第四銀行　　　　　柏崎南支店 289,409,518

柏崎信用金庫　　本店　（ケアハウスしおかぜの長期預り金を除く） 54,094,069
柏崎信用金庫　　東支店 59,095,887
柏崎信用金庫　　四谷支店 70,250,850
大栄信用組合　　小国支店 27,747,774

当座預金 0
事業未収金 介護事業収入他 234,621,834
未収金 職員給食費他 2,001,501
未収金補助金 地域介護・福祉空間整備事業補助金他 165,478,754
給食材料費 非常食（棚卸） 3,676,941
立替金 利用者美容代他 583,820
前払金 福祉新聞購読料他 341,035
前払費用 個人情報漏えい保険料他 1,419,559
拠点区分間貸付金 むつみ荘からまつみに貸付 30,000,000
仮払金 0

939,131,542

２． 固定資産

（１）基本財産

建物

柏崎市大字畔屋字堤尻１９４番地１、他

　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建、他 ２棟 4,569.85 ㎡ 264,790,946
長岡市小国町新町字大木鳰場852番地4

５棟 2,461.00 ㎡ 142,690,169
柏崎市大字畔屋迎向３９２番地１

　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建、他 ３棟 5,269.15 ㎡ 572,369,389
柏崎市大字北園町字大西４００番地１

　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建、他 ３棟 4,171.48 ㎡ 569,384,273
柏崎市原町字畑ヶ田５５４番地５、他

　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 ４棟 6,055.32 ㎡ 1,233,969,439
柏崎市大字北園町字大西４００番地１、他

　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 １棟 1,785.60 ㎡ 294,728,492
柏崎市大字上田尻字御山３９６０番地１

３棟 2,195.40 ㎡ 97,398,252

　木造平屋建 １棟 883.53 ㎡ 260,705,713
27,391.33 ㎡ 3,436,036,673計

資  産  ・  負  債  の  内  訳

柏崎市松美１丁目字６７０番地１１、他
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　鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、他

　鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根ステンレス鋼板葺２階建、他



金　　　　　額資  産  ・  負  債  の  内  訳

土地

柏崎市大字畔屋字堤尻１９４番地１ 宅地 １筆 10,617.48 ㎡

柏崎市大字平井字新道ケ峯１６８７番１ 宅地 １筆 4,292.40 ㎡

柏崎市大字平井字新道ケ峯１６８７番９ 宅地 １筆 189.64 ㎡

柏崎市大字中田字井向８番１ 宅地 １筆 1,495.96 ㎡

柏崎市大字中田字井向１３番 宅地 １筆 19.00 ㎡

柏崎市大字中田字関野１９１９番6 宅地 １筆 95.30 ㎡

柏崎市大字中田字関野１９１９番7 宅地 １筆 26.42 ㎡

㎡

７筆 16,736.20 ㎡ 175,249,313

宅地 １筆 11,184.13 ㎡

１筆 11,184.13 ㎡ 21,397,779

柏崎市大字畔屋迎向３９２番１ 宅地 １筆 3,545.63 ㎡

柏崎市大字畔屋迎向４００番１ 宅地 １筆 191.00 ㎡

柏崎市大字畔屋迎向４００番２ 宅地 １筆 102.00 ㎡

柏崎市大字畔屋字堤尻４００番５ 宅地 １筆 594.45 ㎡

柏崎市大字平井字新道ケ峯１６８０番１ 宅地 １筆 1,387.00 ㎡

柏崎市大字平井字新道ケ峯１６８３番１ 宅地 １筆 159.03 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０６６番１ 宅地 １筆 48.05 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０４９番 田 １筆 575.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５０番 田 １筆 552.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５１番 田 １筆 495.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５２番 田 １筆 271.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５３番１ 田 １筆 400.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５４番１ 田 １筆 46.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５４番２ 田 １筆 519.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５５番 田 １筆 353.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５６番 田 １筆 694.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５７番 田 １筆 773.00 ㎡

柏崎市大字平井字桂落３０５８番 田 １筆 760.00 ㎡

柏崎市大字平井字新道ヶ峯１６８０番３ 山林 １筆 33.00 ㎡

１９筆 11,498.16 ㎡ 62,131,840

柏崎市松美一丁目字松美６７０番１１ 宅地 １筆 730.18 ㎡

柏崎市松美一丁目字松美６７1番１ 宅地 １筆 640.67 ㎡

柏崎市松美一丁目字松美６７1番２ 宅地 １筆 1,322.32 ㎡

３筆 2,693.17 ㎡ 97,625,000
３０筆 42,111.66 ㎡ 356,403,932

3,792,440,605

（2）その他の固定資産

建物 物置 704,307
構築物 中庭整備、外構工事、駐車場他 58,818,504
車輌運搬具 マイクロバス、ワゴン車他 18,645,809
器具及び備品 パソコン、食器洗浄機、電動ベッド他 84,678,242
建設仮勘定 0
有形リース資産 送迎車輌他 15,531,815
権利 電話加入権、水道加入権 1,467,567

小　　　　　　計

小　　　　　　計

計

長岡市小国町新町字大木鳰場852番4

小　　　　　　計

小　　　　　　計

基本財産合計



金　　　　　額資  産  ・  負  債  の  内  訳

ソフトウエア 預り金管理システムソフト他 1,049,904
退職給付引当資産 職員退職給付費 69,196,500
長期預り金積立資産 ケアハウスしおかぜの入居者管理費預り分 90,000
措置施設繰越特定預金 救護施設かしわ荘、救護施設おぐに荘 281,740,000
人件費積立預金 御山荘 10,000,000
施設整備等積立預金 186,797,000
その他の積立預金 本部（篤志積立基金） 15,798,150
その他の固定資産 絵画、出資金 2,001,335

746,519,133
4,538,959,738
5,478,091,280

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

事業未払金 業者支払他 62,077,219
その他の未払金 施設整備等の業者支払 73,062,000
１年以内返済予定設備資金借入金 しおかぜ荘、なごみ荘、まつみ建設資金 29,315,186
１年以内返済予定長期運営資金借入金 まつみ運営資金 4,034,814
１年以内返済予定リース債務 送迎車輌他 3,203,868
未払費用 職員時間外勤務手当他 24,209,707
預り金 生活保護事業事務費他 1,812,280
職員預り金 職員負担分所得税他 6,379,066
拠点区分間借入金 むつみ荘よりまつみが借入 30,000,000
賞与引当金 職員賞与引当 84,403,777

318,497,917

２．固定負債

設備資金借入金 191,188,534
長期運営資金借入金 まつみ運営資金（柏崎信用金庫　東支店） 76,661,466
リース債務 送迎車輌他 12,327,947
退職給付引当金 職員退職給付引当 69,196,500
長期預り金 ケアハウスしおかぜの入居者管理費預り分 90,000

349,464,447
667,962,364

4,810,128,916

しおかぜ荘、なごみ荘、まつみ建設資金（福祉医療機構）

固定資産合計

資産合計

差　引　純　資　産

その他の固定資産合計

流動負債合計

負債合計

固定負債合計

特養むつみ荘、特養しおかぜ荘、特養なごみ荘他
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