














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) 36,560

手許現金 (すいせんの郷） 33,079
69,639

普通預金 島田掛川信用金庫相良支店 (海山荘) 8,203
静岡銀行　相良支店 (海山荘) 3,037,791
株式会社商工組合　静岡支店 (海山荘) 0
静岡県信連　本店 (海山荘) 100,455
清水銀行　初倉支店 (海山荘) 283,647
しずおか焼津信用金庫　道原支店 (海山荘) 9,836,004
しずおか焼津信用金庫　相良支店　 (すいせんの郷） 2,335,577

15,601,677
積立預金 しずおか焼津信用金庫　道原支店 (海山荘) 14,200,000

静岡銀行　相良支店 (海山荘) 3,500,000
17,700,000

定期預金 静岡銀行　相良支店 (海山荘) 3,517,004
3,517,004

預金合計 36,818,681
未収金 介護報酬収入、利用者負担金 (海山荘) 77,036,425

介護報酬収入、利用者負担金 (すいせんの郷） 25,983,649
103,020,074

立替金 職員立替分 (海山荘) 719,462
ユニット仮払金 (海山荘) 12,198
前払金 火災保険料 (海山荘) 191,059

〃 (すいせんの郷） 23,907
214,966

流動資産合計 140,855,020
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　1032㎡ (すいせんの郷）
波津字山本２１６－１　816㎡ (すいせんの郷）
波津字山本２２０－３　2997㎡ (すいせんの郷）
波津字山本２２０－８　155㎡ (すいせんの郷）
波津字小堤４８６－５　123㎡ (すいせんの郷）
波津字小堤４８４－１　196㎡ (すいせんの郷）
波津字小堤４８４－２　206㎡ (すいせんの郷）
波津字小堤４８８－７　137㎡ (すいせんの郷） 118,223,567

212,129,471

財　産　目　録

令和　3 年  3 月 31 日 現在

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㎡ 364,988,821

すいせんの郷

牧之原市波津字山本２１６－１
　　　　　　　　　　　　　他
鉄骨造平屋建 183,347,761

548,336,582
基本財産合計 760,466,053

(2) その他の固定資産
建物 (海山荘) 3,958,546

物置２戸 (すいせんの郷） 39,940
構築物 外構工事、駐車場 (海山荘) 15,678,633

看板、外構工事　他 (すいせんの郷） 26,342,989
機械及び装置 海山荘厨房設備 (海山荘) 10,218,578

特殊浴槽装置 (すいせんの郷） 80,356
車輌運搬具 送迎用及び職員用車輌他 (海山荘) 142,310

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) 5,453,193

ベット、事務用機器他 (すいせんの郷） 2,896,031
0

その他有形固定資産 (海山荘) 52,500
(海山荘) 65,570

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) 38,095,000

静岡県社会福祉事業共済会 (すいせんの郷） 11,015,000

その他固定資産合計 114,138,647
固定資産合計 874,604,700

資産の部合計 1,015,459,720
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) 25,000,000

(すいせんの郷） 0
事業未払金 3月分経費未払分 (海山荘) 13,875,968

3月分経費未払分 (すいせんの郷） 3,129,385
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) 611,314

職員住民税 (海山荘) 759,700
職員他源泉所得税 (すいせんの郷） 108,040
職員住民税 (すいせんの郷） 192,200

流動負債合計 101,384,607
２  固定負債

設備資金借入金
医療福祉機構 (海山荘) 126,421,000
静岡銀行　相良支店 (すいせんの郷） 198,952,000

長期運営資金借入金 しずおか焼津信用金庫他 (海山荘) 135,330,500
静岡銀行　相良支店 (すいせんの郷） 25,131,500

退職給付引当金 退職給与引当金 (海山荘) 38,095,000
(すいせんの郷） 11,015,000

固定負債合計 534,945,000

負債の部合計 636,329,607

379,130,113

資産・負債の内訳

差引純資産




