
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） 228,593
（グループホーム） 40,265
（セラヴィ今福） 22,490
（まるっこ） 9,362

  普通預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 161,943
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 5,615,927
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 27,439,416
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 3,000,000
（中新田） JAいるま野　堀兼支店 1,801,501
（中新田） 武蔵野銀行　狭山支店 4,837,353
（グループホーム） 埼玉りそな銀行　川越南支店 21,352,121
（グループホーム） 埼玉りそな銀行　川越南支店 2,868,777
（グループホーム） 武蔵野銀行　狭山支店 589,642
（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 38,952
（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 16,765,341
（セラヴィ今福） 武蔵野銀行　狭山支店 2,617,829
（まるっこ） 埼玉りそな銀行　川越南支店 2,366,646

  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 36,275,998

（グループホーム） 　　　　　　〃 23,783,255
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 16,200,885
（まるっこ） 　　　　　　〃 6,311,229

 貯蔵品 （中新田） 257,052
 立替金 （中新田） 　　　　　　〃 481,888
 前払費用 （中新田） 　　　　　　〃 168,147

（グループホーム） 　　　　　　〃 164,264
 仮払金 （中新田） 　　　　　　〃 63,000

183,462,130
　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） 255,345,099

（中新田） 14,925,056

（中新田） 57,533,314

（セラヴィ今福） 50,804,055

（セラヴィ今福） 163,058,398
新館

（グループホーム） 3,142,720

（グループホーム） 17,327,687

     定期預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 1,000,000
690,917,845

(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 47,566

（グループホーム） 　　　　　　〃 2,888,121
     建物附属設備 （中新田） 　　　　　　〃 17,118,795

（グループホーム） 　　　　　　〃 11,085,972
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 4,193,710

     構築物 （中新田） 　　　　　　〃 750,650
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 6

     機械及び装置 （中新田） 　　　　　　〃 3,717,676
（グループホーム） 　　　　　　〃 100,707
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 1
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     車輌運搬具 （中新田） 　　　　　　〃 1,448,904
（グループホーム） 　　　　　　〃 3
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 2

     器具及び備品 （中新田） 　　　　　　〃 7,910,144
（グループホーム） 　　　　　　〃 1,854,621
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 3,789,794

     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

　　 水道施設利用権 （セラヴィ今福） 別紙固定資産の明細書の通り 2,333,247
     退職共済預け金 （中新田） 9,092,497

（グループホーム） 151,122
（セラヴィ今福） 345,997
（まるっこ） 214,024

     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 7,002,780
     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
90,390,298

781,308,143

964,770,273
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 21,980,427
（グループホーム） 　　　　　　〃
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 627,313

  その他の未払金 （中新田） 　　　　　　〃 2,015,600
  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） 　　　　　　〃 6,792,000

  預り金 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 650,400
（グループホーム） 　　　　　　〃 960,000

　賞与引当金 （中新田） 15,810,000
（グループホーム） 12,080,000
（セラヴィ今福） 6,012,000
（まるっこ） 3,969,000

78,828,740
　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 36,104,000
（グループホーム） 　　　　　　〃 24,336,000
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 88,054,000

  退職給付引当金 （中新田） 埼玉県社会福祉事業共済会 9,092,497
（グループホーム） 　　　　　　〃 151,122
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 345,997
（まるっこ） 　　　　　　〃 214,024

158,297,640

237,126,380

727,643,893
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