
別紙5

（単位：円）

金　　額

Ⅰ 資産の部
　1  流動資産

 現金預金
  現金 （本部） 254

（中新田） 122,651
（グループホーム） 12,632
（セラヴィ今福） 49,970
（まるっこ） 1,005

  普通預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 146,033
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 4,910,131
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 6,243,147
（中新田） JAいるま野　堀兼支店 3,437,513
（中新田） 武蔵野銀行　狭山支店 1,299,867
（グループホーム） 埼玉りそな銀行　川越南支店 24,578,218
（グループホーム） 埼玉りそな銀行　川越南支店 2,547,093
（グループホーム） 武蔵野銀行　狭山支店 588,936
（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 22,788
（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 8,380,902
（セラヴィ今福） 武蔵野銀行　狭山支店 3,749,664
（まるっこ） 埼玉りそな銀行　川越南支店 6,311,733

  定期預金 （グループホーム） 武蔵野銀行　狭山支店 10,000,000
 未収金 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 39,051,750

（グループホーム） 　　　　　　〃 25,824,314
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 6,429,401
（まるっこ） 　　　　　　〃 5,515,255

 貯蔵品 （中新田） 311,703
 立替金 （中新田） 　　　　　　〃 440,593
 前払費用 （中新田） 　　　　　　〃 274,923

（グループホーム） 　　　　　　〃 231,460
 仮払金 （中新田） 　　　　　　〃 43,000

150,524,936
　2  固定資産

(1)　基本財産
     土地 （セラヴィ今福） 87,687,800

（グループホーム） 15,339,909
（グループホーム） 9,555,207
（中新田） 15,198,600

     建物 （中新田） 265,388,995

（中新田） 16,750,344

（中新田） 61,207,546

（セラヴィ今福） 53,468,619
（グループホーム） 3,402,807

（グループホーム） 19,077,116

     定期預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 1,000,000
548,076,943

(2)　その他の固定資産
     建物 （中新田） 別紙固定資産の明細書の通り 63,421

（グループホーム） 　　　　　　〃 3,149,549
     建物附属設備 （中新田） 　　　　　　〃 18,602,452

（グループホーム） 　　　　　　〃 13,460,463
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 4,606,815

     構築物 （中新田） 　　　　　　〃 1,102,850
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 68,586

     機械及び装置 （中新田） 　　　　　　〃 4,788,133
（グループホーム） 　　　　　　〃 115,266
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 1

     車輌運搬具 （中新田） 　　　　　　〃 2,229,556
（グループホーム） 　　　　　　〃 3
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 1

     器具及び備品 （中新田） 　　　　　　〃 5,630,647
（グループホーム） 　　　　　　〃 1,470,694
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 471,443
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     権利 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 224,952
（グループホーム） 　　　　　　〃 30,000
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 220,584

     建設仮勘定 （セラヴィ今福） 81,065,300
     退職共済預け金 （中新田） 8,229,040
     移行時特別積立資産 （中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 1,962,223

（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 8,000,000
     修繕費積立預金 （セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 7,002,712
     建設積立預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 4,315,000
     預託金 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 41,100

（グループホーム） 　　　　　　〃 14,100
     敷金 （中新田） 　　　　　　〃 500,000

（グループホーム） 　　　　　　〃 1,036,000
168,400,891

716,477,834

867,002,770
Ⅱ 負債の部
　1  流動負債

  事業未払金 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 22,761,178
（グループホーム） 　　　　　　〃 10,890
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 307,786

  その他の未払金 （中新田） 　　　　　　〃 2,888,100
  １年以内返済予定設備資金借入金 （中新田） 別紙借入金明細書の通り 5,904,000

（グループホーム） 　　　　　　〃 2,028,000
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 33,000,000

  預り金 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 613,200
（グループホーム） 　　　　　　〃 960,000

　賞与引当金 （中新田） 16,639,000
（グループホーム） 11,488,000
（セラヴィ今福） 4,235,000
（まるっこ） 3,527,000

104,362,154
　2  固定負債

  設備資金借入金 （中新田） 別紙借入金明細書の通り 42,008,000
（グループホーム） 　　　　　　〃 26,364,000
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 43,500,000

  退職給付引当金 （中新田） 埼玉県社会福祉事業共済会 8,229,040
120,101,040

224,463,194

642,539,576
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