財産目録
平成28年3月31日現在
社会福祉法人よつ葉の会
資産・負債の内訳
Ⅰ
1

資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金

当座預金

商品・製品
原材料
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用

2 固定資産
（1） 基本財産
建物

金額

249,295,611
現金手元有高
0
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店 (本部）1426463
57,533,998
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（本部）3137194
719,447
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉の家）1426364
87,030,554
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（短期入所）3929177
486,620
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（笹塚ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）4551574
376,375
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（上堀越ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）3094090
2,335,138
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（笠取ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）3119501
10,864,173
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（ｹｱｾﾝﾀｰ障害）4502254
3,412,183
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（ｹｱｾﾝﾀｰ介護）3107690
401,556
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（新福寺町相談支援）4551285
446,870
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（鳥見町相談支援）3038821
26,178
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（西区基幹相談）3067484
2,177,722
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉こども園）3098109
2,803,889
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（鳥見作業所）4551657
16,090,360
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（鳥見作業所）4551665
22,255,370
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉作業所）3038834
9,511,165
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉作業所）3038847
4,133,175
名古屋銀行
庄内出張所支店（鳥見作業所）3129878
17,834,967
名古屋銀行
庄内出張所支店（よつ葉作業所）3132020
5,028,813
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（よつ葉の家）
710,640
00850-4-77810
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（よつ葉の家）
352,318
00880-2-151495
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（笹塚ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
269,232
00890-9-100294
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（ケアセンター障害）
629,042
00860-6-149189
.
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（笠取ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）
941,540
00850-3-152141
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（鳥見作業所）
2,507,286
00870-3-65580
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（よつ葉作業所）
390,342
00830-4-169775
ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター（よつ葉こども園）
26,658
00860-1-215958
鳥見作業所パン商品、よつ葉作業所喫茶商品
97,552
鳥見作業所パン・弁当材料、よつ葉作業所喫茶材料
404,480
2･3月分自立支援費収入等
188,293,282
名古屋市補助金
7,422,472
28年度施設賠償責任保険料、火災保険料等
928,538
28年度駐車場等賃借料
1,021,806
流動資産合計
447,463,741

名古屋市西区新福寺町二丁目6番地の2、1940.16㎡

222,629,103

建物附属設備
土地

定期預金

（2）その他の固定資産
建物附属設備
構築物
機械及び装置
車輌運搬具

器具及び備品
土地

名古屋市西区新福寺町二丁目6番地の2、88.06㎡
16,105,996
名古屋市西区笹塚町二丁目55番地3および55番地1、340.72㎡
41,639,584
名古屋市西区笹塚町二丁目55番地3および55番地1、154.97㎡
7,090,455
名古屋市西区鳥見町三丁目16番地の2、448.97㎡
43,613,582
名古屋市西区上堀越町三丁目57番地、512.19㎡
61,462,272
名古屋市守山区瀬古一丁目220番地2、10番地2、224番地2、
139,480,298
225番地2、240番地1、270番地、896.64㎡
名古屋市西区笠取町四丁目77番地、401.12㎡
85,849,709
名古屋市西区笠取町四丁目77番地、342.42㎡
48,405,073
電気設備等
199,984,612
名古屋市西区笹塚町二丁目55番1および55番3、
33,702,098
82.70㎡および125.40㎡
名古屋市西区笹塚町二丁目55番1および55番3、
6,419,446
15.74㎡および23.87㎡
名古屋市西区鳥見町三丁目16番2、264.47㎡
40,526,098
名古屋市西区上堀越町三丁目57番、386㎡
67,498,553
名古屋市西区笠取町四丁目77番、379.31㎡
75,207,673
名古屋市守山区瀬古一丁目240番1、148.41㎡
17,290,200
名古屋市守山区瀬古一丁目219番2、343.68㎡
124,528,287
名古屋市守山区瀬古一丁目220番2、398.67㎡
名古屋市守山区瀬古一丁目224番2、 43.63㎡
名古屋市守山区瀬古一丁目225番2、173.24㎡
名古屋市守山区瀬古一丁目270番、 22.42㎡
名古屋市守山区瀬古一丁目10番2、
11㎡
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（本部）1331985
1,000,000
基本財産合計
1,232,433,039

パーテーション等
よつ葉こども園外構等
パン用オーブン等
エブリィ
車輌№ 名古屋41
ゆ95-01(鳥見作業所)
ノア
車輌№ 名古屋504 せ66-79(鳥見作業所)
ステップワゴン 車輌№ 名古屋504 と32-62(鳥見作業所)
エブリィ
車輌№ 名古屋480 こ11-01(よつ葉の家)
ノア
車輌№ 名古屋800 に13-52(よつ葉の家)
アルトバン
車輌№ 名古屋480 こ66-31(ｹｱｾﾝﾀｰ)
アルト
車輌№ 名古屋580 よ57-37(よつ葉の家)
セレナ
車輌№ 名古屋505 な11-89(よつ葉作業所)
ノア
車輌№ 名古屋505 ね66-83(よつ葉の家)
キャリィ
車輌№ 名古屋480 た45-79(よつ葉の家)
バネット
車輌№ 名古屋800 に55-69(よつ葉作業所)
セレナ
車輌№ 名古屋505 も45-48(よつ葉の家)
エブリィ
車輌№ 名古屋480 ち87-37(鳥見作業所)
ライフ
車輌№ 名古屋581 は24-12(ｹｱｾﾝﾀｰ)
ミラ
車輌№ 名古屋581 ふ3-02(よつ葉こども園)
アクティブバン 車輌№ 名古屋480 と84-55(よつ葉作業所)
原動機付自転車 車輌№ 名古屋
う55-83(西区基幹相談)
アクティ
車輌№ 名古屋480 に19-43(鳥見作業所)
業務用冷凍冷蔵庫等
名古屋市西区新福寺町 円福寺墓地
名古屋市守山区瀬古東二丁目208番1、499㎡
名古屋市守山区瀬古東二丁目209番1、999㎡
名古屋市守山区瀬古東二丁目218番、 513㎡

2,718,053
27,023,742
1,235,769
1
1
1
1
1
1
1
282,526
488,055
213,898
1,629,733
834,344
171,636
260,334
599,871
476,875
78,767
651,702
17,483,629
1,100,000
47,241,776
94,625,280
16,003,027

名古屋市守山区瀬古東二丁目1120番、6.32㎡
権利
よつ葉の家等電話加入権
ソフトウェア
人事・給与ソフト等
修繕積立資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉の家）1243589
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（鳥見作業所）4551657
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉作業所）3055706
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉こども園）3048769
備品等購入積立資産 三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉の家）1243589
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（鳥見作業所）4551657
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉作業所）3027380
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（ケアセンター障害）
人件費積立資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（よつ葉こども園）3048769
施設整備積立資産 三菱東京ＵＦＪ銀行 浄心支店（本部）3013451
退職給付引当資産
愛知県退職共済掛金 事業主負担分
差入保証金
ハイツ紫尾１０１号室 敷金（ケアセンター障害）
日商岩井第一城北ハイツ1F-1 敷金（西区基幹相談）
メゾン郷２０５号室 敷金（ケアセンター介護）
伊藤駐車場 保証金（鳥見作業所）
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計
Ⅱ
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負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

2

固定負債
設備資金借入金

退職給与引当金

3月分契約職員・パート給与、社会保険料、給食材料費等
保護者等17名（上堀越グループホーム）
福祉医療機構（よつ葉の家）
福祉医療機構（鳥見作業所）
福祉医療機構（よつ葉こども園）
福祉医療機構（よつ葉作業所）

714,727
532,347
1,079,631
15,186,000
1,649,000
5,000,000
8,500,000
0
400,000
0
2,208,000
400,000
330,000,000
43,434,990
67,000
378,000
67,000
9,000
622,744,719
1,855,177,758
2,302,641,499

3月分職員社会保険料、所得税、住民税等
28年度ガイドヘルパー講座受講料
28年度夏季賞与引当金
流動負債合計

64,109,495
3,400,000
4,700,000
1,820,000
2,604,000
5,004,000
3,982,499
5,593,309
46,300
49,413,183
140,672,786

保護者等17名（上堀越グループホーム）
福祉医療機構（よつ葉の家）
福祉医療機構（鳥見作業所）
福祉医療機構（よつ葉こども園）
福祉医療機構（よつ葉作業所）
愛知県退職共済掛金 事業主負担分
固定負債合計
負債の部合計

10,200,000
18,800,000
18,200,000
39,277,000
80,481,000
43,434,990
210,392,990
351,065,776

差引純資産

1,951,575,723

