
社会福祉法人　博愛会 （単位：円）

Ⅰ 資産の部

流動資産

現金・小口現金 手許保管（現金手許有高） 運転資金 509,476

普通預金 東邦銀行他 運転資金 278,195,989

定期預金 東邦銀行他 運転資金 52,500,000

事業未収金 福島県国民健康保険団体連合会、 介護報酬収入、施設型給付費収入等 134,479,085

会津若松市他                  

未収金 特別養護老人ホーム会津みどりホ 積立資産分等 33,670,837

ーム他                        

未収補助金 福島県他 福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金 1,048,720

等                                      

立替金 日新火災海上保険 利用者受診費用 226,470

前払金 東邦銀行他 残高証明手数料他 779,053

前払費用 日新火災海上保険他 火災保険料他 2,266,364

流動資産合計 503,675,994

2.固定資産

　(1) 基本財産

土地 会津若松市神指町大字北四合字伊 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホ 243,788,355 243,788,355

丹堂55-1                      ーム等に使用している                    

土地 会津若松市神指町大字北四合字伊 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事 69,832,672 69,832,672

丹堂62-2                      業等に使用している                     

土地 会津若松市本町556-2、556-3、55 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 42,544,150 42,544,150

8、560                        している                               

　　　小計 356,165,177

建物 会津若松市神指町大字北四合字伊 1994年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ 1,375,602,309 881,264,397 494,337,912

丹堂55-1                      ーム等に使用している                   

建物 会津若松市神指町大字北四合字伊 2007年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ 41,475,000 28,083,417 13,391,583

丹堂55-1                      ーム等に使用している（増築）           

建物 会津若松市神指町大字北四合字伊 2014年度 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事 417,249,787 87,679,629 329,570,158

丹堂62-2                      業等に使用している                     

建物 会津若松市本町556-2、556-3、56 1977年度 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 53,302,097 46,678,877 6,623,220

0                             （博愛園）                             

建物 会津若松市本町556-2、556-3、56 2002年度 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 35,122,500 16,516,344 18,606,156

0                             （博愛園増築）                         

建物 会津若松市東千石二丁目197 1982年度 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用 82,392,840 65,965,296 16,427,544

（すくすく園）                         

　　　小計 878,956,573

定期預金 東邦銀行会津支店 基本金として 1,000,000 1,000,000

基本財産合計 1,236,121,750

　(2) その他の固定資産

建物 会津若松市神指町大字北四合字伊 2001年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ 10,747,589 9,520,737 1,226,852

丹堂55-1                      ーム等の設備等（改修）                 

建物 会津若松市神指町大字北四合字伊 2017年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ 33,460,000 4,670,458 28,789,542

丹堂55-1                      ームの設備等（多床室改修）             

建物 会津若松市神指町大字北四合字伊 2014年度 第2種社会福祉事業である、老人短期入所事 26,385,938 8,992,972 17,392,966

丹堂62-2                      業等の渡り廊下等                       

建物 会津若松市御旗町9-5 2002年度 第2種社会福祉事業である、老人デイサービ 1,019,530 952,215 67,315

ス事業の空調設備等                     

建物 会津若松市本町556-2、556-3、56 2003年度 第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房 46,811,895 28,104,702 18,707,193

0                             設備等（博愛園）                       

建物 会津若松市東千石二丁目197 1985年度 第2種社会福祉事業である、保育所の床暖房 27,194,340 20,099,876 7,094,464

設備等（すくすく園）                   

　　　小計 73,278,332

構築物 会津若松市神指町大字北四合字伊 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ 10,588,500 8,734,085 1,854,415

丹堂55-1                      ーム等の外構等                         

構築物 会津若松市神指町大字北四合字伊 第2種社会福祉事業である、老人短期入所施 48,683,331 23,858,385 24,824,946

丹堂62-2                      設等の外構、門扉等                     

構築物 会津若松市本町556-2、556-3、55 第2種社会福祉事業である、保育所の外構、 3,189,393 3,086,155 103,238

8、560                        フェンス等（博愛園）                   

財  産  目  録
令和2年3月31日現在

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



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

構築物 会津若松市東千石二丁目197 第2種社会福祉事業である、保育所の門扉、 2,192,784 1,334,531 858,253

フェンス等                             

　　　小計 27,640,852

車輌運搬具 日産キャラバン他12台 利用者送迎用他 23,495,650 19,571,936 3,923,714

器具及び備品 特殊浴槽他 介護及び保育用器具、備品等 198,778,454 142,276,320 56,502,134

有形リース資産 ナースコールシステム、車輌リー 26,317,800 14,678,610 11,639,190

ス等                          

権利 電話加入権他 1,076,485 211,650 864,835

ソフトウェア 予約管理システム 短期入所利用者予約管理 780,000 779,999 1

無形リース資産 ほのぼのシステム 介護保険施設利用者管理システム 10,274,040 1,198,638 9,075,402

退職給付引当資産 福島県社会福祉協議会他 職員の退職共済掛金 205,484,016

老人施設建設積立資産 東邦銀行会津本町支店他 将来における老人福祉施設の施設整備の目的 225,500,000

のために積み立てている定期預金          

社会福祉事業安定化積 東邦銀行会津本町支店他 将来における社会福祉事業の安定した施設運 85,000,000

資産                営の目的のために積み立てている定期預金  

保育所施設整備積立資 東邦銀行会津本町支店他 将来における保育所の施設整備の目的のため 187,850,000

産                  に積み立てている定期預金                

人件費積立資産 東邦銀行会津本町支店他 将来における保育所の人件費の目的のために 15,200,000

積み立てている定期預金                  

修繕積立資産 東北銀行会津本町支店他 将来における保育所の修繕費の目的のために 6,170,000

積み立てている定期預金                  

長期前払費用 日新火災海上保険他 火災保険料他 2,132,355

　　　小計 809,341,647

その他の固定資産合計 910,260,831

固定資産合計 2,146,382,581

資産合計 2,650,058,575

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

事業未払金 3月分業務用品、給食材料費他 25,859,078

その他の未払金 積立資産他 77,000,000

1年内返済設備資金借 独立行政法人福祉医療機構 13,824,000

入金               

1年内返済予定リース 東邦リース㈱他 6,340,488

債務               

未払費用 職員諸手当他 12,575,109

預かり金 社会保険料　 2,538,080

職員預り金 職員社会保険料他 147,767

仮受金 介護人材ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修支援補助金 202,000

賞与引当金 令和2年6月夏季賞与前年度査定 35,697,100

分                           

流動負債合計 174,183,622

2.固定負債

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 188,928,000

リース債務 東邦リース㈱他 14,374,104

退職給付引当金 福島県社会福祉協議会他 205,484,016

固定負債合計 408,786,120

負債合計 582,969,742

差引純資産 2,067,088,833


