
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） 196,043
（グループホーム） 14,421
（セラヴィ今福） 22,980
（まるっこ） 6,745

  普通預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 282,038
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 20,310,741
（中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 29,592,353
（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 1,056,151
（中新田） 武蔵野銀行　狭山支店 2,004,152
（グループホーム） 埼玉りそな銀行　川越南支店 29,325,545
（グループホーム） 埼玉りそな銀行　川越南支店 2,762,351
（グループホーム） 武蔵野銀行　狭山支店 590,347
（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 55,116
（セラヴィ今福） 埼玉りそな銀行　川越南支店 29,705,820
（セラヴィ今福） 武蔵野銀行　狭山支店 2,419,547
（まるっこ） 埼玉りそな銀行　川越南支店 1,341,747

  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 34,281,313

（グループホーム） 　　　　　　〃 27,594,169
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 17,206,849
（まるっこ） 　　　　　　〃 3,608,246

 貯蔵品 （中新田） 220,274
 立替金 （中新田） 　　　　　　〃 311,178
 前払費用 （中新田） 　　　　　　〃 61,351

（グループホーム） 　　　　　　〃 192,990
 仮払金 （中新田） 　　　　　　〃 63,000

216,225,721
　2  固定資産

(1)　基本財産
     土地 （セラヴィ今福） 87,687,800

（セラヴィ今福） 川越市大字今福字立野326番8号 3,300,000
（セラヴィ今福） 川越市大字今福字立野326番1号 25,000,000
（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） 245,301,203

（中新田） 13,099,768

（中新田） 53,859,082

（セラヴィ今福） 48,139,491

（セラヴィ今福） 159,414,323
新館

（グループホーム） 2,882,633

（グループホーム） 15,578,258

     定期預金 （本部） 埼玉りそな銀行　川越南支店 1,000,000
695,356,274

(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 31,711

（グループホーム） 　　　　　　〃 2,626,693
     建物附属設備 （中新田） 　　　　　　〃 15,635,138

（グループホーム） 　　　　　　〃 8,724,273
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 3,780,605

     構築物 （中新田） 　　　　　　〃 398,450
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 6
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     機械及び装置 （中新田） 　　　　　　〃 3,376,720
（グループホーム） 　　　　　　〃 86,148
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 1

     車輌運搬具 （中新田） 　　　　　　〃 580,723
（グループホーム） 　　　　　　〃 3
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 2

     器具及び備品 （中新田） 　　　　　　〃 7,625,776
（グループホーム） 　　　　　　〃 1,610,197
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 2,957,519

     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 2,165,694
     退職共済預け金 （中新田） 9,233,253

（グループホーム） 175,755
（セラヴィ今福） 402,399
（まるっこ） 248,913

     移行時特別積立資産 （中新田） 埼玉りそな銀行　川越南支店 1,961,343
     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 1,930
     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
68,004,988

763,361,262

979,586,983
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 21,837,190
（グループホーム） 　　　　　　〃
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 359,475

  その他の未払金 （中新田） 　　　　　　〃 1,192,300
  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 5,344,000

（グループホーム） 　　　　　　〃 2,028,000
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 8,796,000

  預り金 （中新田） 別紙勘定科目の内訳表の通り 643,000
（グループホーム） 　　　　　　〃 960,000

　賞与引当金 （中新田） 13,714,000
（グループホーム） 12,689,000
（セラヴィ今福） 8,606,000
（まるっこ） 3,349,000

79,517,965
　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 30,760,000
（グループホーム） 　　　　　　〃 22,308,000
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 87,922,000

  退職給付引当金 （中新田） 埼玉県社会福祉事業共済会 9,233,253
（グループホーム） 　　　　　　〃 175,755
（セラヴィ今福） 　　　　　　〃 402,399
（まるっこ） 　　　　　　〃 248,913

151,050,320

230,568,285

749,018,698
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