
別紙４

法人名：河内長野市社会福祉協議会 （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価格 減価償却累計額 備考 拠点 貸借対照表価額

Ⅰ資産の部

１流動資産

（１）現金預金

①現金 手許現金 第２種社会福祉事業 法人 12,000

第２種社会福祉事業 高齢 65,000

第２種社会福祉事業 障害 52,556

第２種社会福祉事業 就労 96,782

小計 226,338

②普通預金 三菱UFJ銀行河内長野支店 第２種社会福祉事業 NO． ３３１９２９ 法人 89,870,890

第２種社会福祉事業 NO． １００８６５８ 法人 0

第２種社会福祉事業 NO． １３５７５５０ 法人 0

第２種社会福祉事業 NO． １３５６８９１ 法人 8,047,835

第２種社会福祉事業 NO． １１３１２７８ 在宅 0

第２種社会福祉事業 NO． １１２２４１８ 在宅 90,108,334

第２種社会福祉事業 NO． ３３１９１１ 高齢 10,634,773

第２種社会福祉事業 NO． １００７６７６ 障害 6,767,719

第２種社会福祉事業 NO． １４１７３５４ 法人 15,650,077

第２種社会福祉事業 NO． １４１９１１１ 障害 21,141,066

第２種社会福祉事業 NO． １４１９１０３ 障害 1,315,172

第２種社会福祉事業 NO． ０２１０６５５ 就労 5,908,134

第２種社会福祉事業 NO． ０２１０６３９ 就労 0

第２種社会福祉事業 NO． ０２１０６６８ 就労 204,500

合計 249,648,500

③定期預金 大阪南農協河内長野支店 第２種社会福祉事業 NO． ７７６９４３６ 438,014

現金預金計（①＋②＋③） ( 250,312,852 )

（２）事業未収金 介護保険収入他 全体 31,284,890

31,284,890

（３）立替金 0

0

（４）商品・製品 障がい者就労継続支援B型事業 就労 71,758

71,758

流動資産合計（１）＋（２） ( 281,669,500 )

財　産　目　録　【総括】
令和４年３月３１日現在

合計

合計

合計
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２固定資産

（１）基本財産特定預金 三菱UFJ銀行河内長野支店①定期預金 第２種社会福祉事業 NO． １３３１３４６ 法人 1,300,000

　　 基本財産（土地） 河内長野市喜多町89番2 平成２３年度 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） 7,888,173 0 在宅 7,888,173

基本財産計 ( 9,188,173 )

（２）その他の固定資産

　　 土地 市町 平成２７年度 第２種社会福祉事業 20,263,190 0 在宅 20,263,190

　   建物 物置１棟・建物（公用車駐車場用地）・市町 平成１７・２３・２７年度 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） 2,071,101 2,071,098 在宅 3

事務所整備 令和２年度 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） 5,866,667 711,821 在宅 5,154,846

物置１棟 平成３０年度 第２種社会福祉事業（障がい者センター事業） 135,054 67,592 障害 67,462

事務所整備 令和２年度 第２種社会福祉事業（障がい者就労支援事業） 7,333,333 889,777 就労 6,443,556

　　 建物付属設備 事務所内コンセント設備 令和３年度 第２種社会福祉事業（法人運営事業他） 326,000 21,842 全体 304,158

照明器具・配線工事一式 平成２８年度 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） 514,728 195,420 在宅 319,308

　   構築物 駐車場整備 令和３年度 第２種社会福祉事業（法人運営事業他） 865,150 72,095 全体 793,055

看板 平成２７年度 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） 381,240 130,257 在宅 250,983

　   車両運搬具 軽自動車２１台　　　 第２種社会福祉事業（法人運営事業他） 21,936,412 21,391,376 全体 545,036

　   器具及び備品 パソコン９台等他 第２種社会福祉事業（法人運営事業他） 6,431,796 5,467,675 全体 964,121

　   ソフトウェア ７セット 第２種社会福祉事業（法人運営事業他） 2,411,130 2,411,130 全体 0

　   積立預金

　　  ①福祉基金積立預金 三菱UFJ銀行河内長野支店 第２種社会福祉事業（福祉基金運営） NO． １０１３８１５ 法人 11,689,750

SMBC日興証券堺支店　利付国債３０年 第２種社会福祉事業（福祉基金運営） 法人 24,431,250

（額面金額：25,000,000円　償還日：2045/6/20）　

SMBC日興証券堺支店　利付国債２０年 第２種社会福祉事業（福祉基金運営） 法人 24,980,000

（額面金額：25,000,000円　償還日：2035/3/20）

野村證券なんば支店　利付国債３０年　 第２種社会福祉事業（福祉基金運営） 法人 24,800,000

（額面金額：25,000,000円　償還日：2032/11/22）

野村證券なんば支店　利付国債２０年 第２種社会福祉事業（福祉基金運営） 法人 25,000,000

（額面金額：25,000,000円　償還日：2034/12/20）

　 　福祉基金積立預金計 （ 110,901,000 ）

　　  ②人件費積立預金 三菱UFJ銀行河内長野支店普通預金 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） NO． １３５７０５５ 在宅 25,885,534

　　  ③備品等購入積立預金 三菱UFJ銀行河内長野支店普通預金 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） NO． １１３０３３８ 在宅 15,028,146

　　  ④運営基金積立預金 三菱UFJ銀行河内長野支店定期預金 第２種社会福祉事業（法人運営事業） NO． １３３１３４６ 法人 750,000

大阪南農協河内長野支店定期預金 第２種社会福祉事業（法人運営事業） NO． ７７５８９４８ 法人 1,430,572

　　運営基金積立預金計 （ 2,180,572 ）
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　　  ⑤介護支援推進事業積立預金 三菱UFJ銀行河内長野支店普通預金 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） NO． １４２０９８６ 在宅 60,008,246

野村證券なんば支店　利付国債２０年 第２種社会福祉事業（在宅福祉事業） 在宅 24,960,000

（額面金額：25,000,000円　償還日：2034/12/20）

　  　⑥施設整備等事業積立預金 三菱UFJ銀行河内長野支店普通預金 第２種社会福祉事業（法人運営事業） NO． １４３０５１４ 法人 10,721,491

　積立預金計（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） ( 249,684,989 )

　退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 第２種社会福祉事業 法人 136,249,960

0

その他の固定資産計 ( 421,040,667 )

固定資産合計 ( 430,228,840 )

資産の部合計 ( 711,898,340 )

Ⅱ負債の部

1流動負債

事業未払金 ３月分非常勤職員給与他 全体 27,749,908

27,749,908

預り金 入浴券売機釣銭 第２種社会福祉事業 高齢 45,000

45,000

流動負債合計 ( 27,794,908 )

2固定負債

退職給与引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 第２種社会福祉事業 法人 177,239,380

固定負債合計 ( 177,239,380 )

負債の部合計 ( 205,034,288 )

差引純資産 506,864,052

合計

合計

合計


