
別紙４

（単位：円）

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

   現金預金
     現金 小口現金残高 ― 運転資金として ― ― 32,958
     普通預金 群馬銀行大胡支店 ― 運転資金として ― ― 235,398,148

235,431,106

   事業未収金 ― ２．３月分介護報酬、利用料等 ― ― 140,163,489
   未収金 短期入所利用者 ― 未回収利用料引落手数料 ― ― 396

   未収補助金 群馬労働局 ―
令和1年度特定求職者雇用開発助成金半
年分

― ― 400,000

   立替金 すみれ荘、ユニット、児童クラブ ― 平成31年度雇用保険料個人負担金 ― ― 9,676

   前払費用 ―
令和２年度分利用者損害賠償、建物、自
動車保険料

― ― 347,761

376,352,428

   土地
(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　4729.02㎡

―
第１社会福祉事業である特別養護老人
ホームすみれ荘等に使用している

― ― 89,340,000

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　340㎡

―
第２社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

― ― 6,460,000

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　1830㎡

―
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ駐車場等に使用している

― ― 29,084,293

(すみれ荘　デイサービスセンター) ―
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ駐車場等に使用している

― ― 29,566,000

(すみれ荘　居宅介護支援事業所)群馬県
前橋市富田町1180-1　300㎡

―
公益事業事業であるすみれ荘居宅介護支
援事業施設等に使用している

― ― 5,700,000

160,150,293

   建物
(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　2557.55㎡

1994年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

617,496,010 360,237,660 257,258,350

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1

2003年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

8,508,150 3,194,653 5,313,497

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　291.64㎡

1994年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

82,076,000 47,881,868 34,194,132

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　35.55㎡

2003年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

8,489,000 3,343,807 5,145,193

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　296.93㎡

2018年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

82,875,000 3,411,687 79,463,313

(ユニット　すみれ荘)群馬県前橋市富田
町1180-1　1077.47㎡

2008年度
第1社会福祉事業である特別養護ﾎｰﾑすみ
れ荘ﾕﾆｯﾄ施設等に使用している

245,020,000 74,853,610 170,166,390

551,540,875

711,691,168

   建物
(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1

2004年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

1,610,700 1,482,962 127,738

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1

2012年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

4,494,000 827,645 3,666,355

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　給湯ﾎﾞｲﾗｰ按分

2004年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

1,568,000 1,490,224 77,776

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　電気配線設備

2004年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

160,650 149,491 11,159

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　灯油ﾀﾝｸ按分

2006年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

414,540 326,254 88,286

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　ﾅｰｽｺｰﾙ設備

2008年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

4,950,000 4,949,999 1

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　空調設備

2010年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

22,470,000 14,176,697 8,293,303

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　特殊機械浴槽

2012年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

3,717,000 2,632,875 1,084,125

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　厨房換気扇

2013年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

1,197,000 507,927 689,073

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　LED照明設備

2013年度
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

7,764,750 3,164,781 4,599,969

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)群馬県
前橋市富田町1180-1　非常放送設備更新

2018年度
第1社会福祉事業である特別養護老人
ホームすみれ荘等に使用している。

1,166,400 230,850 935,550

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)前橋市
富田町1180-1　2F居室エアコンAP140

2018年度
第1社会福祉事業である特別養護老人
ホームすみれ荘等で使用している。

636,120 46,171 589,949

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)前橋市
富田町1180-1　2F居室エアコンGP140RS

2018年度
第1社会福祉事業である特別養護老人
ホームすみれ荘等で使用している。

582,120 42,252 539,868

(特別養護老人ホーム　すみれ荘)前橋市
富田町1180-1　厨房エアコンセット（空
調2台、室外機1台）

2019年度
第1社会福祉事業である特別養護老人
ホームすみれ荘等で使用している。

1,285,804 50,253 1,235,551

(短期入所生活介護　すみれ荘)群馬県前
橋市富田町1180-1　給湯ﾎﾞｲﾗｰ按分

2004年度
第2社会福祉事業である短期入所介護す
みれ荘施設等に使用している

224,000 212,880 11,120

(短期入所生活介護　すみれ荘)群馬県前
橋市富田町1180-1　畳部屋改装

2001年度
第2社会福祉事業である短期入所介護す
みれ荘施設等に使用している

418,100 418,099 1

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　トイレ工事

2001年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

150,822 150,821 1

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　給湯ﾎﾞｲﾗｰ按分

2004年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

1,008,000 958,000 50,000

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　灯油ﾀﾝｸ按分

2006年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

572,460 450,553 121,907

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　空調設備

2010年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

2,940,000 1,789,235 1,150,765

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　トイレ改修

2013年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

1,050,000 492,450 557,550

(すみれ荘　デイサービスセンター)群馬
県前橋市富田町1180-1　LED照明設備

2013年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰ施設等に使用している

2,630,250 1,072,041 1,558,209

(すみれ荘　デイサービスセンター)前橋
市富田町1180-1　食堂パッケージエアコ
ン

2018年度
第2社会福祉事業であるすみれ荘デイ
サービスセンサー等で使用している。

493,560 35,823 457,737

25,845,993

   構築物
ﾕﾆｯﾄ増築外部擁壁工事、デイ駐車場整
備、災害対応ガスバルク貯蔵ユニット
他3件

―
第1社会福祉事業である特別養護ﾎｰﾑすみ
れ荘、ﾕﾆｯﾄ施設及び第2社会福祉事業で
あるデイ等に使用している

33,246,427 20,499,540 12,746,887

   機械及び装置 非常用発電装置設置工事　他1件 ―
第1社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ
すみれ荘施設等に使用している

2,415,000 2,414,998 2

   車輌運搬具
公用車　トヨタ　ハイエース　726　他
18件

―
第1社会福祉事業及び第2社会福祉事業の
利用者送迎用

24,034,893 21,902,171 2,132,722

 ２ 固定資産

 (１) 基本財産

小計

小計

基本財産合計

 (２) その他の固定資産

小計

流動資産合計

財　産　目　録

令和  2年  3月 31日 現在

Ⅰ 資産の部

 １ 流動資産

小計



   器具及び備品 電動ベット24台　他121件 ―
第1社会福祉事業及び第2社会福祉事業の
運営事務、利用者寝具家具、給食調理等
に使用している

66,977,844 56,412,960 10,564,884

   権利 電話加入権　他1件 ―
第1社会福祉事業及び第2社会福祉事業の
運営等に使用している

221,968 0 221,968

   ソフトウエア
介護ソフトほのぼのｲﾝｽﾄｰﾙ（すみれ荘居
宅介護支援事業所）

―
第1社会福祉事業及び第2社会福祉事業運
営等に使用している。

154,000 2,566 151,434

   無形リース資産
ND介護保険ソフト使用権（特養）　他5
件

―
第1社会福祉事業及び第2社会福祉事業運
営等に使用している。

4,821,120 883,872 3,937,248

   長期貸付金 （公益事業）奨学金貸付事業 ―
介護福祉士育成のための就学資金として
貸付

― ― 640,000

   退職給付引当資産 ― 群馬県退職共済退職手当給付掛金累計額 ― ― 6,335,206

   人件費積立資産 普通預金　群馬銀行大胡支店 ―
将来における人件費資金として積み立て
ている

― ― 230,000,000

   施設整備等積立資産 普通預金　群馬銀行大胡支店 ―
将来における施設設備大規模修繕、改修
の目的のために積み立てている

― ― 171,148,669

   リサイクル預託金 ― 車両購入、車検時リサイクル費用 ― ― 91,790

463,816,803

1,175,507,971

1,551,860,399

   事業未払金
社会保険料、光熱水費、通信運搬費、食
材費、介護用品、消耗品等

― ― ― 68,026,160

   １年以内返済予定リース債務
ＮＤ介護保険ソフト使用権ファイナン
ス・リース料　令和２年４月～３年３月
12ヶ月分

― ― ― 964,224

   預り金 サービス利用料引落手数料個人負担金 ― ― ― 297
   職員預り金 社会保険料個人負担金 ― ― ― 98,555

69,089,236

   リース債務
ユニットＮＤ介護保険ソフト使用権ファ
イナンス・リース 2021年4～2024年4月

― ― ― 2,973,024

   退職給付引当金 群馬県退職共済退職手当給付掛金累計額 ― ― ― 6,335,206

9,308,230

78,397,466

1,473,462,933差引純資産

流動負債合計

 ２ 固定負債

固定負債合計

負債合計

 １ 流動負債

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部


