
　固定資産物品（１件１０万円以上の物品他）
　　　（本　  　　部） 絵画
 　　（慈　母　園） 点字ラベラー他

　　 （五　色　園） シンク他

　　　（明 日 香 園） 液晶プロジェクター他

社会福祉法人　壷 阪 寺 聚 徳 会　 　　　（光 　明 　園） パラマウントベッド他

【　資　産　の　部　】 平成２９年３月３１日　現在 　　　（陽 　明 　荘） 失効型避難器具他

1．流動資産 　　　（ケアハウス） ホットケース他

　預　　　金 　　　（特養 ・ 第二） ＩＨクッキングヒーター他

　　（本　　 　部） 　　　（デイ ・ 第二） 福祉自動車他

　 （慈　母　園） 　　　（在介 ・ 第二） 有孔ボード他

 　（五　色　園） 　　　（訪問 ・ 第二） 軽自動車他

　　（明 日 香 園） 　その他積立預金
　　（光明・陽明） 　　　（慈　母　園）
　　（第二慈母園） 　　　（五　色　園）
　　（ケアハウス）

　未　収　金
　　（本　　 　部） 詳細は別紙明細参照 　拠点区分長期貸付金
 　（慈　母　園） 措置費収入他　 　　　〃 　　　　（本　 　　部）

　 （五　色　園） 　　〃 　　　〃

　　（明 日 香 園） 支援費収入他　 　　　〃 その他の固定資産合計
　　（光　明　園） 介護保険収入他 　　　〃 固定資産合計
　　（デイ・陽明荘） 　　〃 　　　〃 資　産　合　計
　　（在介・陽明荘） 　　〃 　　　〃

　　（特養 ・ 第二） 　　〃 　　　〃 【　負　債　の　部　】
　　（デイ ・ 第二） 　　〃 　　　〃 １．流動負債
　　（在介 ・ 第二） 　　〃 　　　〃 　　短期運営資金借入金
　　（訪問 ・ 第二） 　　〃 　　　〃 　　　　（本　　 　　部）

　　（ケアハウス） 補助金他　　　 　　　〃 　　未　払　金
　立　替　金 　　　　（本　　 　　部） 理事会等会議費他 詳細は別紙明細参照

　　（本　　 　部） 　　 　（慈　母　園） 修繕積立金他 　　　〃

 　（慈　母　園） 　　 　（五　色　園） 給食材料費他 　　　〃

　 （五　色　園） 　　　　（明 日 香 園） 寝具賃貸料他 　　　〃

　　（明 日 香 園） 光熱水費他 　　　〃

　　（光　明　園） 　　　　（光 　明 　園） 　　〃 　　　〃

　　（デイ・陽明荘） 　　　　（デイ・陽明荘） 健康診断料他 　　　〃

　　（特養 ・第二） 　（在介・陽明荘） 広告宣伝費 　　　〃

　　（ケアハウス） 　　　　（特養 ・ 第二） 光熱水費他 　　　〃

流動資産合計 　　　　（デイ ・ 第二） 健康診断料 　　　〃

２．固定資産 　　　　（在介 ・ 第二） 　　〃 　　　〃

　土　　　　地 　　　　（訪問 ・ 第二） 　　〃 　　　〃

　（ 本　　部 ）兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2279番ノ2 原野 ㎡ 　　預　り　金
兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字船瀬2280番ノ1 原野 ㎡ 　　　　（本　　 　　部）
兵庫県洲本市五色町鳥飼浦字中ノ池東2270番ノ6 ため池 ㎡ 　　 　（慈　母　園）
奈良県高市郡高取町大字清水谷149番3 山林 ㎡ 　　 　（五　色　園）
奈良県高市郡高取町大字清水谷42番1 雑種地 ㎡ 流動負債合計
奈良県高市郡高取町大字清水谷42番3 雑種地 ㎡ ２．固定負債
奈良県高市郡高取町大字清水谷47番 宅地 ㎡ 　　長期設備資金借入金
奈良県高市郡高取町大字清水谷2689番 雑種地 ㎡ 　　　　（本　　 　　部）

　（五　色　園）兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3 宅地 ㎡ 　　 　（慈　母　園）
兵庫県津名郡五色町鳥飼字670番の4 宅地 ㎡ 　　 　（五　色　園）

　（光　明　園）奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5 宅地 ㎡ 　　　　（光 　明 　園）

　（第二慈母園）奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2078番地 宅地 ㎡ 　　　　（特養 ・ 第二）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2079番地 宅地 ㎡
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2080番地 宅地 ㎡ 　　長期運営資金借入金
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2081番地 宅地 ㎡ 　　　　（本　　 　　部）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2082番地 宅地 ㎡ 　　拠点区分長期借入金
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大将軍2088番地 宅地 ㎡ 　　 　（ 本　　部 ）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地 宅地 ㎡ 　　　　（ 第二慈母園）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2097-1番地 宅地 ㎡ 　　長期預り金（管理費）
奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字山際2070-2番地 宅地 ㎡

　建　　　　物 固定負債合計
　（慈　母　園）奈良県高市郡高取町大字壷阪4番地他建造物 鉄骨造３階建他 ㎡ 負　債　合　計
　（五　色　園）兵庫県津名郡五色町鳥飼浦字中ノ池東2277番ノ3 鉄骨造３階建他 ㎡ 差　引　純　資　産
　（明 日 香 園）奈良県高市郡明日香村川原２６３ノ３番地 鉄骨造２階建他 ㎡

　（光　明　園）奈良県高市郡高取町大字清水谷150番地ノ5 鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 ㎡

　（陽　明　荘）奈良県高市郡高取町大字清水谷149番5の2 鉄骨造３階建他 ㎡

　（第二慈母園）奈良県生駒郡斑鳩町大字法隆寺字大トノ2091-1番地 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2、3階建 ㎡

基本財産合計
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