












別紙５

（単位：円）
金額

Ⅰ 資産の部
１  流動資産

現金・預金
現金 手許現金 (海山荘) 44,710

手許現金 (すいせんの郷） 37,923
82,633

普通預金 島田掛川信用金庫相良支店 (海山荘) 280,860
静岡銀行　相良支店 (海山荘) 3,979,028
株式会社商工組合　静岡支店 (海山荘) 428
静岡県信連　本店 (海山荘) 43,254
清水銀行　初倉支店 (海山荘) 152,196
しずおか焼津信用金庫　道原支店 (海山荘) 39,199,756
しずおか焼津信用金庫　相良支店　 (すいせんの郷） 967,704

44,623,226
積立預金 しずおか焼津信用金庫　道原支店 (海山荘) 13,650,000

静岡銀行　相良支店 (海山荘) 3,500,000
17,150,000

定期預金 静岡銀行　相良支店 (海山荘) 3,604,440
3,604,440

預金合計 65,377,666

未収金 介護報酬収入、利用者負担金 (海山荘) 72,538,401
介護報酬収入、利用者負担金 (すいせんの郷） 24,116,727

96,655,128

立替金 職員立替分 (海山荘) 651,388

前払金 火災保険料 (海山荘) 205,047
〃 (すいせんの郷） 22,828

227,875

流動資産合計 162,994,690
２  固定資産

(1) 基本財産
土地 牧之原市片浜1014番1　800㎡ (海山荘)

牧之原市片浜1014番2　68㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1013番1　6096㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1004番2　82㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1012番　 640㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1010番　 294㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1007番1　97㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1007番3　263㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1007番6　0.73㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1007番7　435㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1007番8　106㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1012番2　146㎡ (海山荘)
牧之原市片浜1012番3　56㎡ (海山荘)
牧之原市片浜987番3　 644㎡ (海山荘)
牧之原市片浜986番3　　11㎡ (海山荘)
牧之原市片浜986番2　242㎡ (海山荘)
牧之原市片浜987番2　295㎡ (海山荘)
牧之原市片浜988番5　52㎡ (海山荘)
牧之原市片浜988番4　286㎡ (海山荘)
宅地合計8341.00㎡ (海山荘) 93,905,904
波津字山本２１１番 (すいせんの郷）
波津字山本２１５－３ (すいせんの郷）
波津字山本２１６－１ (すいせんの郷）
波津字小堤４８４－１ (すいせんの郷）
波津字小堤４８４－２ (すいせんの郷）
波津字小堤４８８－７ (すいせんの郷） 118,223,567

212,129,471
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資産・負債の内訳



（単位：円）
金額

建物 海山荘
牧之原市片浜字海戸1013番1
養護所　鉄骨造陸屋根3階建
1F 1182.35㎡　2F　1363.72㎡
3F 1328.44㎡ 388,632,548

すいせんの郷

牧之原市波津字山本２１６－１
　　　　　　　　　　　　　他
鉄骨造平屋建 193,572,006

582,204,554
基本財産合計 794,334,025

(2) その他の固定資産
建物 (海山荘) 4,246,315

物置２戸 (すいせんの郷） 74,380
構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 18,483,622

看板、外構工事　他 (すいせんの郷） 30,737,052
機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘) 139

特殊浴槽装置 (すいせんの郷） 599,792
車輌運搬具 送迎用及び職員用車輌他 (海山荘) 462,422

送迎用及び職員用車輌　他 (すいせんの郷） 1
器具及び備品 ベッド、事務用機器他 (海山荘) 6,732,140

ベット、事務用機器他 (すいせんの郷） 4,421,648
ソフトウェア 介護トータルシステム「寿」 (すいせんの郷） 4,118
その他有形固定資産 (海山荘) 52,500

(海山荘) 65,570
権利 水道分担金、ﾘｻｲｸﾙ預託金 (海山荘) 5,481
投資有価証券 しずおか焼津信用金庫　出資金 (海山荘) 100,000
退職共済預け金 静岡県社会福祉事業共済会 (海山荘) 33,916,800

静岡県社会福祉事業共済会 (すいせんの郷） 8,656,500

その他固定資産合計 108,558,480
固定資産合計 902,892,505

資産の部合計 1,065,887,195
Ⅱ 負債の部

１  流動負債
短期運営資金借入金 しずおか焼津信用金庫 (海山荘) 93,732,000

(すいせんの郷） 1,968,000
事業未払金 3月分経費未払分 (海山荘) 12,495,407

3月分経費未払分 (すいせんの郷） 3,884,058
１年以内返済予定設備資金借入金 静岡銀行相良支店・医療福祉機構 (海山荘) 35,292,000

静岡銀行　相良支店 (すいせんの郷） 11,052,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金 しずおか焼津信用金庫 (海山荘) 9,324,000

静岡銀行　相良支店 (すいせんの郷） 2,040,000
預り金 職員他源泉所得税 (海山荘) 466,305

職員住民税 (海山荘) 523,600
職員他源泉所得税 (すいせんの郷） 115,553
職員住民税 (すいせんの郷） 203,100

流動負債合計 171,096,023
２  固定負債

設備資金借入金
医療福祉機構 (海山荘) 161,713,000
静岡銀行　相良支店 (すいせんの郷） 213,688,000

長期運営資金借入金 しずおか焼津信用金庫他 (海山荘) 103,264,500
静岡銀行　相良支店 (すいせんの郷） 30,345,500

退職給付引当金 退職給与引当金 (海山荘) 33,916,800
(すいせんの郷） 8,656,500

固定負債合計 551,584,300

負債の部合計 722,680,323

343,206,872

資産・負債の内訳
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