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31.03.31..財産目録



貸借対象表科目 拠点区分 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

銀山学園 ー 運転資金として ー ー 74,150

法人本部 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 29,151,932

法人本部 北洋銀行余市支店 ー 運転資金として ー ー 30,610

法人本部 新おたる農業協同組合本所 ー 運転資金として ー ー 2,047,846

法人本部 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 1,953,385

銀山学園 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 71,911,579

銀山学園 北洋銀行余市支店 ー 運転資金として ー ー 705,327

銀山学園 新おたる農業協同組合本所 ー 運転資金として ー ー 1,180,330

銀山学園 ゆうちょ銀行 ー 運転資金として ー ー 3,000,000

銀山学園 北海道信用金庫仁木支店(GHコタン) ー 運転資金として ー ー 1,674,454

銀山学園 ゆうちょ銀行(ふれあい) 1,623,703

大江学園 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 33,241,859

大江学園 北洋銀行余市支店 ー 運転資金として ー ー 1,259,945

えんれいそう 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 730,382
ふきのとう　陽だまり 北海道信用金庫仁木支店(GHふきのとう) ー 運転資金として ー ー 3,660,195
ふきのとう　陽だまり 北洋銀行余市支店(GHふきのとう) ー 運転資金として ー ー 255,548
ふきのとう　陽だまり 北海道信用金庫仁木支店(陽だまり) ー 運転資金として ー ー 4,680,997
ふきのとう　陽だまり 新おたる農業協同組合本所(陽だまり) ー 運転資金として ー ー 115,512

にき 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 1,219,240

和光学園 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 15,979,402

さぽーとひろば 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 35,319
小樽市さくら学園 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 2,846,346

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 13,625,823

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 14,074,925

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 30,231,624

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(地域活動支援ｾﾝﾀｰ) ー 運転資金として ー ー 416,790

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(ﾏﾘﾝｼｯﾌﾟさくら) ー 運転資金として ー ー 409,979

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(にじ) ー 運転資金として ー ー 3,970,738

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(弥生寮利用料) ー 運転資金として ー ー 156,790

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(らいと寮利用料) ー 運転資金として ー ー 222,047

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(みずき寮利用料) ー 運転資金として ー ー 243,050

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 北海道信用金庫朝里支店(すばる利用料) ー 運転資金として ー ー 99,990

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ 北海道信用金庫朝里支店 ー 運転資金として ー ー 575,675

共生型生活支援 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 45,477

法人本部 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 200,000
銀山学園 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 1,000,000
大江学園 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金として ー ー 111,335

大江学園 北海道信用金庫仁木支店 ー 運転資金の一部を定期化 ー ー 3,245,719
大江学園 北洋銀行余市支店 ー 運転資金の一部を定期化 ー ー 3,000,000
大江学園 ゆうちょ銀行 ー 運転資金の一部を定期化 ー ー 3,500,000

銀山学園 ー つり銭用 ー ー 20,000

法人本部 ー 出資金 ー ー 10,000
法人本部 ー 出資金 ー ー 50,000

法人本部 雇用安定事業委託費 ー ー ー 486,000
銀山学園 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 91,087,839
銀山学園 利用者負担金収入 ー ー ー 5,144,289
銀山学園 その他 ー ー ー 4,563,729
大江学園 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 39,061,548
大江学園 利用者負担金収入 ー ー ー 1,727,142
大江学園 その他 ー ー ー 2,569,711
えんれいそう 国保連　介護報酬 ー ー ー 1,332,286
えんれいそう 利用者負担金収入 ー ー ー 179,750
えんれいそう 市町村負担金・委託料 ー ー ー 737,000
ふきのとう陽だまり 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 22,145,104

ふきのとう陽だまり 利用者負担金収入 ー ー ー 1,873,664

ふきのとう陽だまり その他 ー ー ー 882,790

にき 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 1,655,440
和光学園 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 44,189,501
和光学園 利用者負担金収入 ー ー ー 2,569,832
和光学園 その他 ー ー ー 3,266,301

さぽーとひろば 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 4,299,650

さぽーとひろば その他 ー ー ー 460,152

小樽市さくら学園 その他 ー ー ー 127,400

Ⅰ資産の部

場所・物量等

　 有価証券

　 事業未収金

　 普通預金

　 当座預金

　小口現金

小計

小計 1,311,335

　 定期預金

小計 60,000

　 現　　　金

小計 74,150

20,000

北海道信用金庫仁木支店

小計 241,376,819

小計 9,745,719

1 流動資産

新おたる農業組合
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貸借対象表科目 拠点区分 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

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 10,099,760

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 利用者負担金収入 ー ー ー 509,906

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 その他 ー ー ー 377,167

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 10,404,670

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 利用者負担金収入 ー ー ー 252,892

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 その他 ー ー ー 2,371,318

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 国保連　障害福祉サービス報酬 ー ー ー 9,592,360

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 利用者負担金収入 ー ー ー 217,320

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 その他 ー ー ー 1,174,859

GH支援ｾﾝﾀｰ 国保連　障害福祉サービス報酬 20,542,710

GH支援ｾﾝﾀｰ 利用者負担金収入 495,561

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ 雇用安定事業委託費　他 ー ー ー 20,776,050

共生型生活支援 利用者負担金収入 ー ー ー 278,834

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 期末棚卸 ー ー 305,352
ふきのとう陽だまり ー 期末棚卸 ー ー 2,891,244

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 期末棚卸 ー ー 501,343

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 期末棚卸 ー ー 262,527

ふきのとう陽だまり ー 期末棚卸 ー ー 1,661,206

GH支援ｾﾝﾀｰ ー ー ー 235,000

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー ー ー 404,540

和光学園 ー ー ー 27,840

銀山学園 ー GHコタン火災保険料　他 ー ー 483,638
大江学園 ー 火災保険料 ー ー 419,430
和光学園 ー 月間福祉購読代(平成29年度分) ー ー 12,588
えんれいそう ー 平成30年度会費 4,000
さぽーと　　ひろば ー 事業所の土地・建物賃貸料 ー ー 72,247

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ　　和光 ー 機械警備料金　他 ー ー 198,060

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ　和光 ー 食品賠償保険 ー ー 14,400

GH支援ｾﾝﾀｰ GH土地建物賃借料　他 591,300

就業・生活　支援ｾﾝﾀｰ ー 事業所の土地・建物賃貸料 ー ー 72,210

GH支援ｾﾝﾀｰ ー グループホーム入居者日用品購入費　他 ー ー 284,061

大江学園 利用者未収金　 ー 徴収不能引当金繰入 ー ー ▲ 18,940

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ　　和光 利用者未収金　他 ー 徴収不能引当金繰入 ー ー ▲ 742,016

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ　和光 利用者未収金　 ー 徴収不能引当金繰入 ー ー ▲ 49,570

ｳｲﾘﾝｸﾞ　　　和光 利用者未収金　他 ー 徴収不能引当金繰入 ー ー ▲ 127,492
共生型生活支援 利用者未収金　他 ー 徴収不能引当金繰入 ー ー ▲ 278,834

銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・宅地 19,520.27㎡ 平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 19,829,748 19,829,748
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目433番地2・宅地 2,490.96㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園 383,858 383,858
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地3・宅地 1,232.50㎡ 平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,269,175 1,269,175
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地４・宅地 1,343.27㎡ 平成07年度 第2種社会福祉事業コタンに 1,376,466 1,376,466
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地5・宅地 669.40㎡ 平成07年度 第2種社会福祉事業コタンに 685,943 685,943
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目12番地1・宅地 561.67㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業コタンに 203,579 203,579
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目12番地2・宅地 1,260.81㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業コタンに 456,985 456,985
陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・宅地 638.00㎡ 平成07年度 第2種社会福祉事業陽だまり 835,668 835,668
陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目547番地2・宅地 603.72㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまり 406,038 406,038
陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目547番地3・宅地 364.58㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまり 244,527 244,527
陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・宅地 1,631.90㎡ 平成01年度 第2種社会福祉事業陽だまり 2,467,530 2,467,530
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地15・宅地 3,043.80㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園 13,130,660 13,130,660
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地28・宅地 1,446.81㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園 8,012,770 8,012,770
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地6・宅地 996.87㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園 697,809 697,809

退職者社会保険料　他

通勤定期券購入代立替

小計 305,452,535

グループホーム居住者生活費

ー ー 565,264,692

小計

小計

　 徴収不能引当金

1,867,873

日本食品衛生協会

流動資産合計

▲ 1,216,852

284,061

小計

　 商品・製品

パンショップ事業

ドライフラワー事業

小計

ふまねっと

あいおいニッセイ同和損保　他

 (1)基本財産

667,380

　 立替金

2 固定資産

　 土 地

　 前払金

　 仮払金

あいおいニッセイ同和損保　
全国社会福祉協議会

(株)ニッカ　他

綜合警備保障　他

(株)ニッカ　他

小計

小計 2,425,076

3,196,596

　 原材料

パンショップ事業

配食事業

ドライフラワー事業

GH土地建物家主　他

場所・物量等

　 事業未収金
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貸借対象表科目 拠点区分 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

大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地30・宅地 3,544.35㎡ 平成01年度 公益事業共生型生活支援ｾﾝﾀｰ 2,481,045 2,481,045
ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町大江1丁目356番地10・宅地 250.18㎡ 平成18年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 350,252 350,252
ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目179番地3・宅地 655.35㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 1,284,486 1,284,486
ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜4丁目616番地1・宅地 291.40㎡ 平成11年度 第2種社会福祉事業ｳｨﾘﾝｸﾞ和光 13,200,000 13,200,000
ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜2丁目626番1・宅地 782.68㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 5,851,317 5,851,317
ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜2丁目628番2・宅地 392.51㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 2,934,405 2,934,405
ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜2丁目628番3・宅地 958.45㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 7,165,374 7,165,374
ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜2丁目628番4・宅地 194.24㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 1,452,139 1,452,139

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜4丁目1049番地2・宅地 264.75㎡ 平成17年度 第2種社会福祉事業にじ 7,300,000 7,300,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜2丁目627番1・宅地 1,360.11㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業にじ 10,168,185 10,168,185
GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜2丁目627番2・宅地 179.96㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業にじ 1,345,381 1,345,381
GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜2丁目627番3・宅地 553.21㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業にじ 4,135,799 4,135,799
GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜2丁目627番4・宅地 180.23㎡ 平成28年度 第2種社会福祉事業にじ 1,347,400 1,347,400

銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体 5,034.73㎡ 平成08年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,260,595,470 717,930,612 542,664,858
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・車庫 169.45㎡ 平成08年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 13,821,350 8,929,349 4,892,001
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・作業棟 194.40㎡ 平成08年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 35,080,800 17,934,916 17,145,884
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地3・作業棟 174.08㎡ 平成23年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 12,117,000 3,296,015 8,820,985
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目433番地2・作業棟 77.76㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 36,755,695 23,272,279 13,483,416
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地4・ＧＨ 334.51㎡ 平成25年度 第2種社会福祉事業コタンに 73,952,399 20,404,324 53,548,075
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地5・ＧＨ 334.51㎡ 平成25年度 第2種社会福祉事業コタンに 75,079,040 20,663,449 54,415,591
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目12番地2・ＧＨ 334.51㎡ 平成25年度 第2種社会福祉事業コタンに 74,558,863 20,543,809 54,015,054
えんれいそう 余市郡仁木町銀山2丁目134番地・施設本体 銀山学園に含む 平成08年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 65,634,530 36,753,774 28,880,756
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地15他・施設本体 2,145.20㎡ 昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園に 466,345,470 323,348,390 142,997,080
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地29・作業棟 70.86㎡ 平成20年度 第1種社会福祉事業大江学園に 84,180,295 54,362,115 29,818,180
ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目521番地14・ＧＨ 193.76㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 27,013,483 26,473,211 540,272

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町大江1丁目356番地10・ＧＨ 125.03㎡ 平成18年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 7,449,748 3,880,939 3,568,809

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目501番地6・居宅 206.73㎡ 平成04年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 15,696,000 11,885,299 3,810,701

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町北町1丁目88番地4・ＧＨ 195.48㎡ 平成25年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 31,470,390 10,889,718 20,580,672

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目501番地4・GH 188.80㎡ 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 47,770,104 2,784,376 44,985,728

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町西町1丁目66番地1・GH 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 40,353,347 2,326,391 38,026,956

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町西町1丁目66番地1・GH 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 40,353,353 2,326,391 38,026,962

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・作業棟 419.73㎡ 平成01年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 85,090,986 41,299,102 43,791,884

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目547番地2・作業棟 57.84㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 8,900,847 4,537,937 4,362,910

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目10番地2・作業棟 236.82㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 31,844,665 26,870,837 4,973,828

和光学園 小樽市桜4丁目617番地1・施設本体 2,609.91㎡ 平成04年度 第1種社会福祉事業和光学園に 853,287,288 476,141,282 377,146,006
和光学園 小樽市桜4丁目617番地1・生活訓練棟 71.18㎡ 平成02年度 第1種社会福祉事業和光学園に 4,935,000 2,358,436 2,576,564
和光学園 小樽市桜4丁目593番地1・作業棟 134.41㎡ 平成19年度 第1種社会福祉事業和光学園に 16,374,937 9,261,345 7,113,592
和光学園 小樽市桜4丁目593番地1・作業棟 132.49㎡ 平成20年度 第1種社会福祉事業和光学園に 23,362,200 12,198,457 11,163,743
和光学園 小樽市桜4丁目683番地1・作業棟 119.24㎡ 平成03年度 第1種社会福祉事業和光学園に 15,544,963 14,298,321 1,246,642
シェァリング和光 小樽市桜4丁目683番地1・作業棟 129.60㎡ 平成04年度 第1種社会福祉事業和光学園に 27,948,242 17,040,103 10,908,139
ｳｨﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜4丁目683番地1・施設本体 246.60㎡ 平成03年度 第2種社会福祉事業ｳｨﾘﾝｸﾞ和光に 40,878,300 40,610,518 267,782
ｳｨﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜4丁目683番地1・作業棟 368.86㎡ 平成09年度 第2種社会福祉事業ｳｨﾘﾝｸﾞ和光に 76,041,500 37,479,757 38,561,743
ｳｨﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜4丁目616番地1・作業棟 167.67㎡ 平成19年度 第2種社会福祉事業ｳｨﾘﾝｸﾞ和光に 23,992,500 15,061,022 8,931,478

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ　和光 小樽市花園4丁目6番地44・作業棟 175.55㎡ 平成14年度 第2種社会福祉事業ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 19,800,000 12,474,000 7,326,000

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ　和光 小樽市桜4丁目683番地1・施設本体 343.96㎡ 平成09年度 第2種社会福祉事業ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 96,437,500 47,682,959 48,754,541

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ　和光 小樽市桜4丁目593番地1・作業棟 158.98㎡ 平成22年度 第2種社会福祉事業ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 21,703,500 6,508,598 15,194,902

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜4丁目593番地1・福祉ホーム 267.55㎡ 平成09年度 第2種社会福祉事業福祉ﾎｰﾑに 57,956,000 28,705,610 29,250,390

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜２丁目３１番１５号・ＧＨ 457.98㎡ 平成29年度 第2種社会福祉事業にじ 89,172,595 5,363,000 83,809,595

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜２丁目３１番１６号・ＧＨ 316.94㎡ 平成29年度 第2種社会福祉事業にじ 63,886,700 3,902,827 59,983,873

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜２丁目３１番１４号・ＧＨ 340.99㎡ 平成29年度 第2種社会福祉事業にじ 65,291,079 3,946,662 61,344,417

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜4丁目1049番地2・ＧＨ 269.18㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業にじ 37,965,000 18,337,095 19,627,905

法人本部 小樽市桜4丁目593番地1・法人事務所 115.83㎡ 平成14年度 法人本部事務所に使用している 11,949,000 10,024,077 1,924,923

銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地1・雑種地 12,216.00㎡ 平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 12,533,100 12,533,100
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目12番地3・原野 664.00㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業コタンに 240,836 240,836
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目547番地6・雑種地 1,855.00㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 1,248,038 1,248,038
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目547番地7・雑種地 93.00㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 62,616 62,616
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目650番地・畑 2,027.00㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 310,500 310,500
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目651番地・雑種地 244.00㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 36,600 36,600
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目652番地・畑 4,333.00㎡ 平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまりに 653,900 653,900
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目427番地・田 8,611.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 1,327,472 1,327,472
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目429番地・畑 234.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 36,073 36,073
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目430番地・畑 3,408.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 525,377 525,377
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目431番地・雑種地 733.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 112,999 112,999
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目432番地・畑 2,414.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 372,142 372,142
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目433番地1・田 15,849.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 2,443,282 2,443,282
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目434番地・雑種地 2,369.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 365,205 365,205
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目435番地・田 5,354.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 825,373 825,373
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目472番地・田 1,298.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 200,100 200,100
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目473番地・畑 512.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 78,930 78,930
銀山学園 余市郡仁木町銀山１丁目474番地・宅地 495.86㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 1,658,615 1,658,615
銀山学園 余市郡仁木町銀山1丁目475番地・雑種地 392.00㎡ 平成16年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 60,602 60,602
大江学園 余市郡仁木町大江1丁目371番地・宅地 1,246.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 2,800,000 2,800,000
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地5・境内地 42.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 29,400 29,400
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地29・境内地 4,564.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 3,194,776 3,194,776
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地7・境内地 1,167.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 816,900 816,900
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目457番地9・境内地 528.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 369,600 369,600
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目458番地1・山林 235.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 8,225 8,225
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目458番地2・山林 155.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 5,425 5,425
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目458番地3・山林 30.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 1,050 1,050
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目458番地4・山林 219.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 7,665 7,665
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目459番地1・雑種地 185.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 6,475 6,475
大江学園 余市郡仁木町大江2丁目459番地2・雑種地 20.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 700 700
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貸借対象表科目 拠点区分 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

大江学園 余市郡仁木町大江2丁目476番地・原野 291.00㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園に 8,730 8,730
ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目177番地・山林 1,212.00㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 3,763 3,763
ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目179番地1・原野 1,795.00㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 6,444 6,444

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目178番地・原野 782.00㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 7,702 7,702

ふきのとう・陽だまり 余市郡仁木町銀山2丁目180番地1・雑種地 1,214.00㎡ 平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとうに 2,264 2,264

銀山学園 余市郡仁木町長沢西94番地・山林 29,241.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 392,000 392,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西95番地・山林 27,066.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 270,000 270,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西99番地・原野 19,842.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 694,000 694,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西100番地・山林 23,808.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 238,000 238,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西101番地・原野 13,975.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 489,000 489,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西102番地・山林 32,481.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 324,000 324,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西103番地・山林 49,266.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 492,000 492,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西104番地・山林 1,269.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 12,000 12,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西105番地・山林 251,312.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 13,967,100 13,967,100
銀山学園 余市郡仁木町長沢西106番地1・雑種地 7,991.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 360,704 360,704
銀山学園 余市郡仁木町長沢西107番地・山林 105,426.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 4,689,000 4,689,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西108番地・原野 8,013.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 801,300 801,300
銀山学園 余市郡仁木町長沢西109番地1・山林 12,570.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 579,408 579,408
銀山学園 余市郡仁木町長沢西110番地・山林 76,454.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 611,600 611,600
銀山学園 余市郡仁木町長沢西111番地・山林 5,391.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 50,000 50,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西113番地1・原野 12,188.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 567,333 567,333
銀山学園 余市郡仁木町長沢西114番地1・原野 67,121.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,386,079 1,386,079
銀山学園 余市郡仁木町長沢西115番地1・山林 6,111.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 23,906 23,906
銀山学園 余市郡仁木町長沢西116番地1・山林 3,130.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 140,845 140,845
銀山学園 余市郡仁木町長沢西117番地・雑種地 679.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 30,500 30,500
銀山学園 余市郡仁木町長沢西118番地・雑種地 570.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 25,900 25,900
銀山学園 余市郡仁木町長沢西119番地・山林 4,040.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 186,690 186,690
銀山学園 余市郡仁木町長沢西120番地・山林 312.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 18,720 18,720
銀山学園 余市郡仁木町長沢西121番地1・雑種地 1,525.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 91,704 91,704
銀山学園 余市郡仁木町長沢西122番地・山林 27,661.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,659,300 1,659,300
銀山学園 余市郡仁木町長沢西129番地・山林 782.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 35,600 35,600
銀山学園 余市郡仁木町長沢西130番地・山林 270.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 12,100 12,100
銀山学園 余市郡仁木町長沢西131番地・原野 2,174.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 97,800 97,800
銀山学園 余市郡仁木町長沢西207番地・原野 7,221.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 577,000 577,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西224番地・畑 2,299.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 103,400 103,400
銀山学園 余市郡仁木町長沢西225番地1・田 3,083.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 339,200 339,200
銀山学園 余市郡仁木町長沢西225番地2・原野 117.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 12,824 12,824
銀山学園 余市郡仁木町長沢西226番地1・畑 1,863.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 83,844 83,844
銀山学園 余市郡仁木町長沢西228番地1・原野 5,700.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 626,999 626,999
銀山学園 余市郡仁木町長沢西231番地1・原野 130.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 3,784 3,784
銀山学園 余市郡仁木町長沢西234番地1・原野 6,798.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 203,941 203,941
銀山学園 余市郡仁木町長沢西237番地1・雑種地 14,328.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 644,751 644,751
銀山学園 余市郡仁木町長沢西238番地・原野 8,768.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 552,900 552,900
銀山学園 余市郡仁木町長沢西239番地・原野 1,633.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 73,400 73,400
銀山学園 余市郡仁木町長沢西240番地1・畑 11,679.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,168,000 1,168,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西241番地1・原野 1,332.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 146,560 146,560
銀山学園 余市郡仁木町長沢西242番地1・原野 1,989.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 218,843 218,843
銀山学園 余市郡仁木町長沢西243番地1・原野 36,713.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,030,007 1,030,007
銀山学園 余市郡仁木町長沢西243番地2・原野 924.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 25,923 25,923
銀山学園 余市郡仁木町長沢西244番地1・宅地 7,433.25㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 2,156,712 2,156,712
銀山学園 余市郡仁木町長沢西245番地1・宅地 8,059.26㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 362,163 362,163
銀山学園 余市郡仁木町長沢西246番地・原野 3,267.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 678,400 678,400
銀山学園 余市郡仁木町長沢西247番地・原野 3,529.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 158,800 158,800
銀山学園 余市郡仁木町長沢西248番地１・原野 44,107.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,978,539 1,978,539
銀山学園 余市郡仁木町長沢西249番地１・原野 26,011.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,115,264 1,115,264
銀山学園 余市郡仁木町長沢西250番地・原野 12,050.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 335,181 335,181
銀山学園 余市郡仁木町長沢西251番地・原野 3,248.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 97,000 97,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西252番地１・原野 5,968.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 155,007 155,007
銀山学園 余市郡仁木町長沢西253番地１・山林 217,023.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,638,543 1,638,543
銀山学園 余市郡仁木町長沢西254番地・山林 11,088.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 110,000 110,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西255番地・宅地 15,862.01㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 4,806,000 4,806,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西291番地・原野 16,331.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 1,306,000 1,306,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西292番地・雑種地 1,925.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 19,000 19,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西293番地・ため池 2,063.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 165,000 165,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西295番地・原野 4,402.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 44,000 44,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西296番地・原野 1,216.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 12,000 12,000
銀山学園 余市郡仁木町長沢西298番地・山林 3,835.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 38,000 38,000
法人本部 余市郡仁木町銀山2丁目69番地・宅地 363.83㎡ 平成01年度 181,500 181,500
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目9番地・田 529.00㎡ 平成08年度 121,000 121,000
銀山学園 仁木町銀山2丁目73番地  ・宅地 377.60㎡ 平成26年度 500,000 500,000
銀山学園 仁木町長沢西115番地4・山林 96.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 376 376
銀山学園 仁木町長沢西243番地4・原野 25,851.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 725,266 725,266
銀山学園 仁木町長沢西243番地5・原野 1,438.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 40,344 40,344
銀山学園 仁木町長沢西248番地2・原野 269.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 12,066 12,066
銀山学園 仁木町長沢西249番地2・原野 432.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 18,522 18,522
銀山学園 仁木町長沢西249番地3～9　7筆・250番地13・原野 7,189.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 199,968 199,968
銀山学園 仁木町長沢西250番地14～20 7筆・252番地3・原野 152.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 3,948 3,948
銀山学園 仁木町長沢西252番地4・原野 529.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 13,740 13,740
銀山学園 仁木町長沢西252番地6・原野 2,156.00㎡ 平成01年度 旧銀山学園跡地 55,998 55,998
法人本部 小樽市桜5丁目1192番３・山林 4,224.00㎡ 平成21年度 2,408,000 2,408,000
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目72番地・宅地 457.08㎡ 平成22年度 700,000 700,000
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目70番地・宅地 277.53㎡ 平成22年度 534,245 534,245
ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜4丁目614番1・宅地 325.58㎡ 平成24年度 3,981,017 3,981,017

銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目547番地4・集会所 158.99㎡ 平成01年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 23,000,000 22,999,999 1
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目10番地２・倉庫 97.06㎡ 平成22年度 第1種社会福祉事業銀山学園に 4,114,950 3,941,107 173,843
大江学園 余市郡仁木町大江1丁目371番地2・作業棟 212.72㎡ 平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園に 36,316,160 36,016,229 299,931
和光学園 小樽市桜4丁目593番地1・車庫 23.18㎡ 平成19年度 第1種社会福祉事業和光学園に 2,490,000 1,628,253 861,747

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜花園4丁目6番地42・作業棟 304.41㎡ 平成19年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 9,240,000 9,239,999 1

共生型生活支援 余市郡仁木町大江2丁目457番地30・支援センター 280.64㎡ 平成13年度 公益事業共生型生活支援ｾﾝﾀｰに 50,058,000 28,406,883 21,651,117

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜2丁目32番25・設備 平成30年度 GHやよい・火災報知設備 475,200 54,450 420,750

GH支援ｾﾝﾀｰ 小樽市桜2丁目32番23・設備 平成30年度 GHらいと・火災報知設備 550,800 63,112 487,688

89,090,443
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貸借対象表科目 拠点区分 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

ふきのとう陽だまり 余市郡仁木町長沢西255番地・体育館 364.00㎡ 昭和54年度 旧銀山学園体育館 44,235,000 44,234,999 1
銀山学園 余市郡仁木町長沢西245番地・作業棟 174.96㎡ 昭和45年度 旧銀山学園作業場 4,800,000 4,799,999 1
ふきのとう陽だまり 余市郡仁木町長沢西255番地・集会所 79.78㎡ 昭和63年度 旧銀山学園集会所 11,780,000 11,779,999 1
法人本部 余市郡仁木町銀山2丁目69番地・居宅 98.82㎡ 昭和46年度 職員寮 2,790,000 2,789,999 1
法人本部 余市郡仁木町銀山2丁目501番地3・寄宿舎 191.33㎡ 昭和53年度 職員寮 18,560,000 17,446,398 1,113,602
大江学園 余市郡仁木町大江1丁目371番地・寄宿舎 270.05㎡ 昭和61年度 作業場・寄宿舎　現在不使用 23,525,300 23,525,268 32
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目72番地・居宅 144.26㎡ 平成22年度 職員寮 5,000,000 4,999,999 1
銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目70番地・居宅 52.24㎡ 平成22年度 職員寮 766,233 284,905 481,328

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 小樽市桜4丁目614番地1・居宅 130.30㎡ 平成24年度 生活寮　現在不使用 3,142,908 1,114,679 2,028,229

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 小樽市桜4丁目593番地1・格納庫 平成25年度 ウエルサポート和光格納庫 1,730,400 935,767 794,633

銀山学園 余市郡仁木町銀山2丁目73番地・居宅 121.72㎡ 平成26年度 職員寮 500,000 499,999 1

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 [ｳｴﾙｻ-D-001-00] 作業棟　通路工事                        平成22年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 997,500 831,250 166,250
ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 [ｳｴﾙｻ-D-002-00] 作業棟外構工事（張ｺﾝ擁壁平成23年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 2,415,000 457,843 1,957,157
大江学園 [ｵｵｴ-D-001 -00] 本体　建設時外部電気設備                昭和59年度 第1種社会福祉事業大江学園 549,000 548,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-002 -00] 本体　排水設備                          昭和59年度 第1種社会福祉事業大江学園 2,000,000 1,999,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-003 -00] 陶芸登り窯                              昭和62年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,247,000 1,246,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-004 -00] 陶芸館　舗装工事                        平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 3,000,000 2,999,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-005 -00] ガレージ                                平成09年度 第1種社会福祉事業大江学園 409,500 409,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-006 -00] ガレージ　手前                          平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 640,500 640,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-007 -00] ガレージ　奥                            平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 627,900 627,899 1
大江学園 [ｵｵｴ-D-008 -00] 通所部作業棟　プレハブ造                平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,869,000 1,448,475 420,525
大江学園 [ｵｵｴ-D-009 -00] 陶芸登り窯　耐火物・煙突補修            平成20年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,123,500 1,123,499 1
共生型生活 [ｷｮｳｾ-D-001-00] 給水設備                                平成23年度 公益事業共生型生活支援ｾﾝﾀｰ 400,000 189,833 210,167
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-006-00] 外溝　他                                平成08年度 第1種社会福祉事業銀山学園 46,355,000 46,354,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-007-00] レストランふれあい舗装工事              平成20年度 第1種社会福祉事業銀山学園 945,000 488,250 456,750
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-008-00] 避難路舗装工事　男性側                  平成21年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,030,613 1,013,433 17,180
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-009-00] あずま屋                                平成21年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,450,000 749,166 700,834
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-010-00] 常圧横置円筒型重油タンク                平成28年度 第1種社会福祉事業銀山学園 221,595 221,594 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-011-00] 駐車場舗装              平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 120,960 7,056 113,904
銀山学園 [ｺﾀﾝ-D-001 -00] CHコタン　外構工事                      平成26年度 第1種社会福祉事業銀山学園 14,471,348 7,235,670 7,235,678
小樽市さくら学園 [ｻｸﾗ-D-001 -00] 大型木製プレイジム                      平成23年度 第2種社会福祉事業小樽市さくら学園 299,800 239,840 59,960
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-D-009-00] 織物作業棟　スロープ工事                平成29年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 259,063 38,859 220,204
ウエルサポート和光 [ﾆｼﾞA-D-001-00] にじA 外構工事                          平成29年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 12,607,724 1,786,093 10,821,631
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-D-001-00] 農業用格納庫                            昭和63年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 1,400,000 1,399,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-D-003-00] ドライフラワー乾燥場                    平成09年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 5,250,000 5,249,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-D-004-00] 舗装                                    平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 2,415,000 2,414,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-D-005-00] 堆肥置き場上屋工事                      平成21年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 1,680,000 1,097,460 582,540
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-D-006-00] 異形鉄筋らせん造形看板                  平成21年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 997,080 465,304 531,776
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-D-007-00] 異形鉄筋らせん造形看板　裏面            平成22年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 262,185 116,888 145,297
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-D-002-00] ぽぷら　外構工事          平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 2,139,606 213,960 1,925,646
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-D-003-00] ぽぷら　外灯・電柱工事         平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 125,175 12,517 112,658
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-D-004-00] くるみ　外構工事         平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 2,139,606 213,960 1,925,646
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-D-005-00] くるみ　外灯・電柱工事     平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 125,175 12,517 112,658
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-D-006-00] ふれあい　外構工事         平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう陽だまり 661,709 66,170 595,539
和光学園 [ﾜｺｳ-D-001 -00] 車庫舗装工事                            平成21年度 第1種社会福祉事業和光学園 504,000 470,400 33,600
和光学園 [ﾜｺｳ-D-002 -00] 道路手すり及びマット設置工事            平成21年度 第1種社会福祉事業和光学園 367,500 343,000 24,500
和光学園 [ﾜｺｳ-D-004 -00] 外構工事                                平成04年度 第1種社会福祉事業和光学園 82,400,000 82,399,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-D-005 -00] 敷地内石垣改修工事（張ｺﾝ擁壁平成22年度 第1種社会福祉事業和光学園 1,323,000 289,406 1,033,594
和光学園 [ﾜｺｳ-D-006 -00] グランド工事                            平成03年度 第1種社会福祉事業和光学園 3,925,601 3,263,359 662,242
和光学園 [ﾜｺｳ-D-007 -00] 外構工事                                平成10年度 第1種社会福祉事業和光学園 8,400,000 8,399,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-D-008 -00] 案内看板設置工事                        平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 599,400 122,377 477,023
和光学園 [ﾜｺｳ-D-009 -00] 外構工事                                平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 2,501,657 684,411 1,817,246
和光学園 [ﾜｺｳ-D-010 -00] ロードヒーティング                      平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 9,919,397 4,050,417 5,868,980
和光学園 [ﾜｺｳ-D-011 -00] 通信設備用電柱工事                      平成27年度 第1種社会福祉事業和光学園 864,000 57,600 806,400
和光学園 [ﾜｺｳ-D-012 -00] 作業棟間LANｹｰﾌﾞﾙ配線                    平成27年度 第1種社会福祉事業和光学園 300,000 97,500 202,500
和光学園 [ﾜｺｳ-D-013-00] 敷地内街路灯                    平成30年度 第1種社会福祉事業和光学園 379,720 15,821 363,899
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-001-00] 車庫                                    昭和48年度 社会福祉充実残高算定対象外 600,000 599,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-002-00] 専用水道設備                            昭和53年度 社会福祉充実残高算定対象外 13,840,000 13,839,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-003-00] 管理作業場                              平成02年度 社会福祉充実残高算定対象外 1,030,000 1,029,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-004-00] プレハブ倉庫                            平成02年度 社会福祉充実残高算定対象外 2,500,000 2,499,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-D-005-00] 下水浄化槽                              平成03年度 社会福祉充実残高算定対象外 8,961,000 8,960,999 1

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 [ｳｲﾘﾝ-E-001-00] 水処理装置（ｽﾋﾟﾘｵﾝ）                    平成11年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 289,800 278,205 11,595
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-E-001-00] 水処理装置（ｽﾋﾟﾘｵﾝ）                    平成11年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 289,800 278,205 11,595
大江学園 [ｵｵｴ-E-001 -00] 陶芸用土練機                            昭和62年度 第1種社会福祉事業大江学園 400,000 399,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-002 -00] ポットミル                              昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 200,000 199,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-003 -00] 陶芸電気窯                              昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 244,110 90,300 153,810
大江学園 [ｵｵｴ-E-004 -00] 陶芸ロクロ　シンポＲＫ-2Ｘ昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 105,000 104,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-005 -00] こうじ発酵機                            平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 240,000 86,789 153,211
大江学園 [ｵｵｴ-E-008 -00] 包丁まな板殺菌庫                        平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 247,200 94,853 152,347
大江学園 [ｵｵｴ-E-010 -00] 電気釜                                  平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,061,000 1,060,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-011 -00] 全自動電気釜制御盤                      平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 420,000 419,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-012 -00] 機械ロクロ                              平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 339,000 338,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-013 -00] オムツ洗い専門機                        平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 747,570 747,569 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-014 -00] 乾燥機                                  平成07年度 第1種社会福祉事業大江学園 113,655 113,654 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-017 -00] 薪割り機                                平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 372,750 372,749 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-018 -00] 業務用洗濯機                            平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,412,825 1,412,824 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-019 -00] 業務用乾燥機                            平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 952,825 952,824 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-020 -00] 発電機                                  平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 283,500 283,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-021 -00] ソフトクリームサーバー                  平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 420,000 419,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-022 -00] 包丁、まな板殺菌庫                      平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 199,500 199,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-023 -00] ラベルプリンター                        平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 472,500 434,699 37,801
大江学園 [ｵｵｴ-E-024 -00] 食器消毒保管機                          平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 312,900 312,899 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-025 -00] 真空包装機                              平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,522,500 1,522,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-026 -00] ソフトクリームサーバー                  平成17年度 第1種社会福祉事業大江学園 913,500 895,226 18,274
大江学園 [ｵｵｴ-E-027 -00] 電動ロクロ                              平成04年度 第1種社会福祉事業大江学園 100,875 100,874 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-028 -00] 電気窯                                  平成21年度 第1種社会福祉事業大江学園 417,900 417,899 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-029 -00] スノーモービル                          平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 490,000 489,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-030 -00] クボタ　トラクター                      平成16年度 第1種社会福祉事業大江学園 714,000 713,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-E-031 -00] 草刈機オーレックＲＭ81                  平成17年度 第1種社会福祉事業大江学園 413,700 413,699 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-001-00] 除雪機                                  平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 2,000,000 1,999,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-002-00] トラクター用　除雪ロータリー ﾀｶｷﾀ平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 650,000 341,250 308,750
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-003-00] 除雪機 WADO SW3312A-S                   平成26年度 第1種社会福祉事業銀山学園 2,494,800 1,575,672 919,128
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貸借対象表科目 拠点区分 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

銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-004-00] 三菱トラクター                          平成06年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,030,000 1,029,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-005-00] 乗用草刈機　築水CMX2202R                平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 750,000 598,812 151,188
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-006-00] ミニ油圧ショベル　ZX30U-3               平成27年度 第1種社会福祉事業銀山学園 432,000 431,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-007-00] アニマルフォーク　トラクター平成20年度 第1種社会福祉事業銀山学園 164,000 115,374 48,626
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-E-008-00] 三菱トラクターGMX500XK　平成29年度 第1種社会福祉事業銀山学園 457,142 399,999 57,143
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-E-001-00] BDF 廃食用油再生燃料化装置一式          平成19年度 第2種社会福祉事業陽だまり 4,962,468 4,962,467 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-E-002-00] 薫製釜                                  平成04年度 第2種社会福祉事業陽だまり 130,398 130,397 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-E-003-00] ハンドスタッファー                      平成09年度 第2種社会福祉事業陽だまり 756,000 755,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-E-004-00] CATホイルローダー901B                   平成21年度 第2種社会福祉事業陽だまり 2,152,080 2,152,079 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-E-005-00] トラクタ-三菱TM26D                      平成22年度 第2種社会福祉事業陽だまり 700,000 699,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-E-002 -00] 除雪機                                  平成15年度 第1種社会福祉事業和光学園 1,753,500 1,753,499 1
和光学園 [ﾜｺｳ-E-003 -00] 小型除雪機                              平成19年度 第1種社会福祉事業和光学園 350,000 349,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-E-004 -00] 電気式溶解炉（中央競馬馬主社会福祉財団平成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 2,835,000 2,302,020 532,980
和光学園 [ﾜｺｳ-E-005 -00] 両頭グローリー多孔バーナー平成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 840,000 682,080 157,920
和光学園 [ﾜｺｳ-E-006 -00] 研磨台（8ｲﾝﾁ脱着式高速ﾗｯﾌ平゚成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 168,000 123,872 44,128
和光学園 [ﾜｺｳ-E-007 -00] 業務用食器洗浄機                        平成25年度 第1種社会福祉事業和光学園 737,837 545,688 192,149
和光学園 [ﾜｺｳ-E-008 -00] 三菱トラクタ                            平成19年度 第1種社会福祉事業和光学園 2,340,000 2,339,999 1

ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-F-003-00] ハイゼットカーゴ（日本船舶振興会平成21年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 1,500,000 1,499,999 1
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-F-001-00] ノア（日本船舶振興会）                  平成16年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 2,867,697 2,867,696 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-F-001-00] ハイエースバン札幌800-そ51              平成21年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 4,270,000 4,269,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-F-001-00] トヨタハイエース札幌200さ1784             平成30年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 530,000 265,000 265,000
大江学園 [ｵｵｴ-F-002 -00] ハイエーストラック                      平成07年度 第1種社会福祉事業大江学園 413,915 413,914 1
大江学園 [ｵｵｴ-F-006 -00] アルファード　サイドリフトアップ平成15年度 第1種社会福祉事業大江学園 3,648,718 3,648,717 1
大江学園 [ｵｵｴ-F-009 -00] ライトエースノア                        平成22年度 第1種社会福祉事業大江学園 622,452 622,451 1
大江学園 [ｵｵｴ-F-010 -00] ハイエース　KDH206　H20年式             平成26年度 第1種社会福祉事業大江学園 400,000 399,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-F-011 -00] エスティマ　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄAHR20                平成26年度 第1種社会福祉事業大江学園 3,950,000 3,133,337 816,663
大江学園 [ｵｵｴ-F-012 -00] ハイエースウェルキャブ                  平成28年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,000,000 999,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-F-013 -00] マイクロバス　日野ﾘｴｯｾⅡ 平成29年度 第1種社会福祉事業大江学園 6,889,651 1,725,856 5,163,795
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-003-00] ダイハツ軽トラ　札幌40の4151            平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 750,000 749,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-011-00] トヨタ　カルディナバン札400平成20年度 第1種社会福祉事業銀山学園 140,000 139,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-013-00] マイクロバス日野リエッセ札幌200平成24年度 第1種社会福祉事業銀山学園 6,300,390 6,300,389 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-017-00] ハイエースリフト車8383                  平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 812,910 812,909 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-018-00] ハイエース送迎仕様車　10人乗平成26年度 第1種社会福祉事業銀山学園 3,600,000 2,855,700 744,300
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-019-00] トラック                                平成26年度 第1種社会福祉事業銀山学園 126,220 126,219 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-021-00] マイクロバス日野リエッセⅡ 平成29年度 第1種社会福祉事業銀山学園 5,872,209 1,961,316 3,910,893
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-022-00] ホンダ　フィット　H24年車 平成29年度 第1種社会福祉事業銀山学園 753,360 659,190 94,170
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-023-00] トヨタヴェルファイア H25年 札幌302平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 986,260 616,412 369,848
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-024-00] トヨタハイエース札幌302め8265平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 3,351,386 559,681 2,791,705
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-025-00] トヨタヴオクシー 平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 142,530 41,571 100,959
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-F-026-00] ススギアルト　札幌581な3548平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 970,000 80,833 889,167
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-F-002-00] ステップワゴン（日本船舶振興会平成23年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 2,313,643 2,313,642 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-F-005-00] ハイエース（2643）                      平成20年度 第2種社会福祉事業陽だまり 250,000 225,000 25,000
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-F-007-00] ハイエースワゴン1734                    平成21年度 第2種社会福祉事業陽だまり 599,140 599,139 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-F-009-00] トヨエース                              平成26年度 第2種社会福祉事業陽だまり 873,120 873,119 1
和光学園 [ﾜｺｳ-F-001 -00] トヨエーストラック                      平成11年度 第1種社会福祉事業和光学園 420,000 419,999 1

ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-002-00] まな板殺菌庫（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 184,905 184,904 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-004-00] ガスレンジ（食堂棟）                    平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 164,850 164,849 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-005-00] ビッグオーブン（配食ｻｰﾋﾞｽ 平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 426,930 426,929 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-006-00] 引戸付調理台（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 109,935 109,934 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-007-00] 食器消毒保管庫（配食ｻｰﾋﾞｽ 平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 464,100 464,099 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-008-00] 食器消毒保管庫（食堂棟）                平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 309,120 309,119 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-009-00] 食器洗浄機（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 813,960 813,959 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-010-00] ガスブースター（配食ｻｰﾋﾞｽ 平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 292,740 292,739 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-011-00] 回転釜（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所）               平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 197,715 197,714 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-012-00] エアーハンカチ（配食ｻｰﾋﾞｽ 平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 115,500 115,499 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-013-00] 拡声設備                                平成09年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 686,700 686,699 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-015-00] 金庫                                    平成10年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 155,400 139,860 15,540
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-016-00] ガススープレンジ（配食ｻｰﾋﾞｽ平成13年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 150,150 150,149 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-017-00] 冷蔵庫（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所）               平成14年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 241,500 241,499 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-019-00] ワイドデスク                            平成15年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 136,500 122,850 13,650
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-020-00] ワイドデスク                            平成15年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 129,150 116,235 12,915
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-021-00] フライヤー（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成16年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 294,000 293,999 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-022-00] 自動炊飯器（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成16年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 278,250 278,249 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-023-00] 炊飯釜（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所）               平成16年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 267,750 235,914 31,836
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-024-00] フードプロセッサー（配食ｻｰﾋﾞｽ平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 112,455 112,454 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-025-00] 密閉式石油ストーブ(食堂棟)              平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 216,720 184,949 31,771
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-026-00] 密閉式石油ストーブ(食堂棟)              平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 216,720 184,949 31,771
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-027-00] フードカッター（配食ｻｰﾋﾞｽ 平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 236,250 236,249 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-028-00] ガスレンジ（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 374,850 374,849 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-029-00] コンベクションオーブン(配食平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 969,150 969,149 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-030-00] 食器消毒保管庫（配食ｻｰﾋﾞｽ 平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 741,300 741,299 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-031-00] 自動食器洗浄機（食堂棟）                平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 1,078,350 1,078,349 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-032-00] 業務用冷凍冷蔵庫（配食ｻｰﾋﾞｽ平成19年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 1,596,000 1,595,999 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-033-00] エアコン（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所 平成20年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 770,000 769,999 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-034-00] 給湯機（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所）               平成21年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 173,250 173,249 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-035-00] 冷凍冷蔵庫（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成22年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 401,625 401,624 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-036-00] 冷蔵庫（製ﾊﾟﾝ作業所）                   平成22年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 296,625 296,624 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-037-00] 密閉式石油ストーブ（製ﾊﾟﾝ 平成23年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 164,325 164,324 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-038-00] 自動体外式除細動器AED(家族保護者会寄贈) 平成23年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 302,767 302,766 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-039-00] ＦＦ温風ヒーター（製ﾊﾟﾝ作業所2平成24年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 122,640 122,639 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-040-00] 業務用冷凍庫（配食ｻｰﾋﾞｽ作業所平成24年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 367,500 367,499 1
ウイリング和光 [ｳｲﾘﾝ-G-041-00] 包丁まな板殺菌庫（製ﾊﾟﾝ作業所平成24年度 第2種社会福祉事業ウイリング和光 168,000 167,999 1
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-G-001-00] 冷凍冷蔵庫                              平成09年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 567,000 566,999 1
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-G-002-00] ガスレンジ                              平成09年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 164,850 164,849 1
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-G-003-00] 食器戸棚                                平成09年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 125,475 125,474 1
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-G-006-00] 金庫                                    平成09年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 107,100 98,531 8,569
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-G-009-00] エアコン（作業所）                      平成26年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 507,600 409,716 97,884
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-001-00] コールドステーション                    平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 465,250 465,249 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-002-00] ホットステーション                      平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 506,000 505,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-003-00] マッサージチェア                        平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 626,000 625,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-004-00] 入浴用リフト                            平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 3,550,000 3,549,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-005-00] リフト車椅子                            平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 480,000 479,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-006-00] 入浴用車椅子                            平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 1,311,000 1,310,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-007-00] ヘルスメーター                          平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 112,100 112,099 1

社会福祉充実残高算定対象小計

社会福祉充実残高算定対象小計 54,353,601 39,182,084

    車輛運搬具

    器具及び備品

小計

小計 2,950,677

15,171,517

39,399,635 36,448,958

場所・物量等

    機械及び装置
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貸借対象表科目 拠点区分 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

えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-009-00] コールドテーブル                        平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 375,600 375,599 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-010-00] コンベック                              平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 232,000 231,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-014-00] ロビーチェアー                          平成09年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 100,000 99,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-019-00] 平行棒                                  平成12年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 336,000 335,999 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-020-00] プーリー                                平成12年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 186,900 186,899 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-021-00] 訓練用ブロック                          平成12年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 178,500 178,499 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-024-00] パソコン　ESPRIMO　D582/FX              平成24年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 131,460 131,459 1
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-025-00] 冷凍冷蔵庫　RFT-150PNE                  平成25年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 252,000 245,490 6,510
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-026-00] ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　ﾚﾉﾎﾞThinkCentreM73          平成28年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 140,400 105,300 35,100
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-027-00] 冷蔵庫　東芝GR-K510FD                   平成29年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 150,000 48,012 101,988
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-G-028-00] 液晶テレビ　東芝55M520                   平成30年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 108,000 1,800 106,200
大江学園 [ｵｵｴ-G-001 -00] 食器シンク                              昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 175,000 174,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-002 -00] 配膳車                                  昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 235,000 234,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-003 -00] 盛付台                                  昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 328,000 327,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-004 -00] ガス回転釜                              昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 330,000 329,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-005 -00] 台付シンク                              昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 110,000 109,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-006 -00] 調理シンク                              昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 100,000 99,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-007 -00] 金庫                                    昭和58年度 第1種社会福祉事業大江学園 114,660 114,659 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-008 -00] 電子レンジ                              昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 42,300 42,299 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-009 -00] 座卓                                    昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 100,000 99,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-010 -00] 食卓テーブル                            昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 228,000 227,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-011 -00] 調理台                                  昭和63年度 第1種社会福祉事業大江学園 105,000 104,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-012 -00] テント                                  平成01年度 第1種社会福祉事業大江学園 167,500 167,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-013 -00] 食器棚                                  平成02年度 第1種社会福祉事業大江学園 100,300 100,299 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-014 -00] 食器戸棚                                平成02年度 第1種社会福祉事業大江学園 126,000 125,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-016 -00] 回転釜                                  平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 266,358 266,357 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-017 -00] 戸棚                                    平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,199,150 1,199,149 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-018 -00] 洋ダンス                                平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 804,850 804,849 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-020 -00] 製氷機                                  平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 176,000 175,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-021 -00] ガスフライヤー                          平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 113,000 112,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-022 -00] ガスレンジ                              平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 160,000 159,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-023 -00] 卓上ウォーマー                          平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 56,000 55,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-024 -00] 水切り付２層シンク                      平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 60,000 59,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-025 -00] 盛付台                                  平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 83,000 82,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-026 -00] １層シンク                              平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 32,000 31,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-027 -00] 調理台                                  平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 23,000 22,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-028 -00] 置き台                                  平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 27,000 26,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-029 -00] 暗幕カーテン                            平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 471,520 471,519 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-030 -00] 歩行訓練用階段                          平成03年度 第1種社会福祉事業大江学園 160,000 159,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-031 -00] 冷凍ショーケース                        平成04年度 第1種社会福祉事業大江学園 412,000 411,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-032 -00] 薬品戸棚                                平成04年度 第1種社会福祉事業大江学園 119,480 119,479 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-033 -00] 電気温蔵配膳車                          平成04年度 第1種社会福祉事業大江学園 793,100 793,099 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-036 -00] 長テーブル                              平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 200,000 199,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-037 -00] 折りたたみ椅子                          平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 152,000 151,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-038 -00] 椅子収納台車                            平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 109,028 109,027 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-039 -00] ＢＳ放送受信設備                        平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 850,000 849,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-040 -00] 版画プレス機                            平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 152,440 152,439 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-041 -00] ガスレンジ                              平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 238,000 237,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-042 -00] 薬品戸棚                                平成05年度 第1種社会福祉事業大江学園 193,223 193,222 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-043 -00] 看板                                    平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 300,000 299,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-044 -00] 石膏型                                  平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 288,000 287,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-045 -00] エアコン                                平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 500,000 469,998 30,002
大江学園 [ｵｵｴ-G-046 -00] 電話機                                  平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 175,100 175,099 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-047 -00] 食器戸棚                                平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 113,000 112,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-048 -00] 製氷機                                  平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 270,600 270,599 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-049 -00] 冷凍冷蔵庫                              平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 358,000 132,749 225,251
大江学園 [ｵｵｴ-G-050 -00] 冷凍冷蔵庫                              平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 323,500 94,309 229,191
大江学園 [ｵｵｴ-G-051 -00] ステレオコンポ                          平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 119,000 44,697 74,303
大江学園 [ｵｵｴ-G-052 -00] ガスレンジ                              平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 240,200 240,199 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-053 -00] ガス炊飯器                              平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 226,000 225,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-054 -00] 空気吸引機                              平成06年度 第1種社会福祉事業大江学園 319,000 318,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-055 -00] 給湯ボイラー                            平成07年度 第1種社会福祉事業大江学園 220,000 219,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-056 -00] エアコン                                平成07年度 第1種社会福祉事業大江学園 154,912 154,911 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-057 -00] 食堂椅子                                平成07年度 第1種社会福祉事業大江学園 844,800 844,799 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-058 -00] 窯用棚板                                平成08年度 第1種社会福祉事業大江学園 151,410 151,409 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-059 -00] 簡易式特殊浴槽                          平成08年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,460,000 1,459,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-060 -00] 書庫　可動式                            平成08年度 第1種社会福祉事業大江学園 393,000 392,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-063 -00] 金庫                                    平成09年度 第1種社会福祉事業大江学園 141,750 141,749 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-064 -00] 靴整理箱                                平成09年度 第1種社会福祉事業大江学園 100,000 99,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-065 -00] マッサージ機                            平成09年度 第1種社会福祉事業大江学園 250,057 250,056 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-066 -00] ギャッチベット                          平成10年度 第1種社会福祉事業大江学園 221,355 221,354 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-067 -00] 応接セット                              平成10年度 第1種社会福祉事業大江学園 225,750 225,749 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-068 -00] 冷凍冷蔵庫                              平成10年度 第1種社会福祉事業大江学園 396,900 396,899 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-070 -00] 放送機                                  平成10年度 第1種社会福祉事業大江学園 120,876 120,875 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-071 -00] 理容椅子                                平成10年度 第1種社会福祉事業大江学園 400,000 399,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-072 -00] プレハブ冷蔵庫                          平成10年度 第1種社会福祉事業大江学園 705,600 705,599 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-074 -00] デスクワゴン                            平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 146,475 146,474 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-075 -00] 絵画                                    平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 150,000 0 150,000
大江学園 [ｵｵｴ-G-076 -00] ポータブルストーブ                      平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 110,145 110,144 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-077 -00] 防火テント                              平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 219,000 218,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-079 -00] キャビネット                            平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 108,150 103,821 4,329
大江学園 [ｵｵｴ-G-080 -00] エアコン                                平成11年度 第1種社会福祉事業大江学園 322,224 302,890 19,334
大江学園 [ｵｵｴ-G-081 -00] ガステーブル                            平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 108,392 108,391 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-082 -00] 絵画                                    平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 100,000 0 100,000
大江学園 [ｵｵｴ-G-083 -00] 電話機                                  平成12年度 第1種社会福祉事業大江学園 95,550 95,549 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-084 -00] テント                                  平成13年度 第1種社会福祉事業大江学園 308,000 307,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-085 -00] テレビ                                  平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 104,790 104,789 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-087 -00] ネットワークシステム                    平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,659,150 1,659,149 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-088 -00] 支援費ソフト                            平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 2,100,000 2,099,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-089 -00] プレハブ冷蔵庫                          平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 1,344,000 1,343,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-090 -00] ショーケース                            平成14年度 第1種社会福祉事業大江学園 446,460 446,459 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-097 -00] プリンター　ゼロックス                  平成16年度 第1種社会福祉事業大江学園 113,925 113,924 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-101 -00] 冷凍冷蔵庫大同工業523ＳＩ-4             平成17年度 第1種社会福祉事業大江学園 525,000 524,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-102 -00] ビデオプロジェクターEPSON 平成17年度 第1種社会福祉事業大江学園 183,500 183,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-107 -00] 電動ストレッチャー　㈱ムトウ平成19年度 第1種社会福祉事業大江学園 745,500 745,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-108 -00] 富士通FMV ESPRIMO D5250 PC              平成19年度 第1種社会福祉事業大江学園 168,000 167,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-109 -00] 富士通FMV ESPRIMO D5250 CDR-RW PC1      平成19年度 第1種社会福祉事業大江学園 168,000 167,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-112 -00] パソコン　FMV-D3260                     平成20年度 第1種社会福祉事業大江学園 112,980 112,979 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-113 -00] 日中活動室　ストーブ                    平成20年度 第1種社会福祉事業大江学園 133,875 133,874 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-114 -00] 日中活動室　ストーブ                    平成20年度 第1種社会福祉事業大江学園 133,875 133,874 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-115 -00] ピクチャーレール                        平成20年度 第1種社会福祉事業大江学園 346,500 346,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-116 -00] チェア体重計　AKS-CS10                  平成22年度 第1種社会福祉事業大江学園 187,110 187,109 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-117 -00] イベント　テント５張                    平成22年度 第1種社会福祉事業大江学園 655,000 654,999 1
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大江学園 [ｵｵｴ-G-118 -00] ガス給湯器　ﾘﾝﾅｲRUX-V1610FFUA-E         平成23年度 第1種社会福祉事業大江学園 154,350 154,349 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-119 -00] ミキサー機　ﾌﾞﾘｸｻｰBLI×ER-3D            平成24年度 第1種社会福祉事業大江学園 178,500 178,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-120 -00] 急速冷却機　ﾌﾞﾗｽﾄﾁﾗｰEF-20               平成24年度 第1種社会福祉事業大江学園 798,000 797,999 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-121 -00] 多機能加熱調理機　ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ平成24年度 第1種社会福祉事業大江学園 514,500 514,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-122 -00] ＦＦ暖房器具　ｺﾛﾅFFP-1811A              平成24年度 第1種社会福祉事業大江学園 220,500 220,499 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-123 -00] パソコン　NEC　Mate-ML                  平成25年度 第1種社会福祉事業大江学園 129,465 129,464 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-124 -00] デスクトップパソコン　FRST517/DS        平成26年度 第1種社会福祉事業大江学園 342,456 342,455 1
大江学園 [ｵｵｴ-G-125 -00] ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC　富士通ESPRIMO D583          平成27年度 第1種社会福祉事業大江学園 430,272 376,488 53,784
大江学園 [ｵｵｴ-G-126 -00] パソコン　MateML                        平成28年度 第1種社会福祉事業大江学園 785,700 540,168 245,532
大江学園 [ｵｵｴ-G-127 -00] パソコン　NEC VersaProVF                平成28年度 第1種社会福祉事業大江学園 143,100 98,381 44,719
大江学園 [ｵｵｴ-G-128 -00] パソコン（支援記録システム平成29年度 第1種社会福祉事業大江学園 289,440 108,540 180,900
大江学園 [ｵｵｴ-G-129 -00] 配膳車                                  平成29年度 第1種社会福祉事業大江学園 124,200 35,190 89,010
大江学園 [ｵｵｴ-G-130 -00] ロボット掃除機ルンバ                                  平成30年度 第1種社会福祉事業大江学園 113,791 17,419 96,372
大江学園 [ｵｵｴ-G-131 -00] 業務用冷凍冷蔵庫                                 平成30年度 第1種社会福祉事業大江学園 453,600 56,813 396,787
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-G-001-00] 電話装置                                平成14年度 法人本部事務局 141,750 141,749 1
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-G-002-00] ＦＦ暖房機                              H15/ 3/31 平成14年度 法人本部事務局 273,000 272,998 2
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-G-004-00] OHP電動スクリーン一式                             平成14年度 法人本部事務局 204,750 204,749 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-001-00] 石油ストーブ                            昭和63年度 第1種社会福祉事業銀山学園 176,130 176,129 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-002-00] ＦＦストーブ                            昭和63年度 第1種社会福祉事業銀山学園 278,100 278,099 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-003-00] 厨房調度品                              平成年度 第1種社会福祉事業銀山学園 2,336,040 2,336,039 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-004-00] 自動製氷機                              平成01年度 第1種社会福祉事業銀山学園 206,000 205,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-005-00] テーブル一式                            平成01年度 第1種社会福祉事業銀山学園 464,000 463,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-006-00] カウンター                              平成02年度 第1種社会福祉事業銀山学園 164,800 164,799 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-007-00] カウンター一式                          平成02年度 第1種社会福祉事業銀山学園 103,000 102,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-008-00] キャビネット                            平成02年度 第1種社会福祉事業銀山学園 160,680 160,679 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-009-00] 冷蔵庫                                  平成03年度 第1種社会福祉事業銀山学園 206,000 205,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-010-00] ＥＸチェアー                            平成04年度 第1種社会福祉事業銀山学園 165,000 164,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-011-00] 応接セット                              平成04年度 第1種社会福祉事業銀山学園 360,000 359,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-012-00] ビジネスセーバー                        平成04年度 第1種社会福祉事業銀山学園 670,850 670,849 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-014-00] ミシン                                  平成05年度 第1種社会福祉事業銀山学園 246,000 245,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-015-00] 耐火金庫                                平成06年度 第1種社会福祉事業銀山学園 270,000 269,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-016-00] ガス回転釜                              平成06年度 第1種社会福祉事業銀山学園 265,000 264,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-017-00] ガスフライヤー                          平成06年度 第1種社会福祉事業銀山学園 120,000 119,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-018-00] 野菜調理器                              平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 145,000 144,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-019-00] スライド書棚                            平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 100,000 99,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-020-00] 温水器                                  平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 224,000 223,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-022-00] 配膳車                                  平成07年度 第1種社会福祉事業銀山学園 726,600 726,599 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-023-00] 物品保管庫                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 200,000 199,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-024-00] 給湯器                                  平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 125,300 125,299 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-025-00] 冷凍冷蔵庫                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 198,000 197,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-026-00] プレハブ冷凍庫                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,623,680 1,623,679 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-027-00] プレハブ冷蔵庫                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,340,320 1,340,319 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-028-00] 急速凍結庫                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,556,000 1,555,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-029-00] ホットワゴン                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 976,400 976,399 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-030-00] ティーサーバー                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 221,700 221,699 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-031-00] 食器ディスペンサー                      平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 117,900 117,899 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-032-00] シャワーシンク                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 902,000 901,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-034-00] ガスフライヤー                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 293,000 292,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-035-00] 二層シンク                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 102,100 102,099 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-037-00] ガステーブル                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 101,100 101,099 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-038-00] 盛り付け台                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 496,000 495,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-040-00] 冷凍冷蔵庫                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 569,000 568,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-041-00] 連続トースター                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 170,300 170,299 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-042-00] 冷凍冷蔵庫                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 585,300 585,299 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-043-00] 蒸し器                                  平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 437,000 436,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-044-00] ガス回転釜                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 225,800 225,799 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-045-00] 調理シンク                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 106,300 106,299 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-046-00] 調理台                                  平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 288,200 288,199 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-048-00] ソファーセット                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 748,000 747,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-049-00] ソファーセット                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 600,000 599,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-050-00] サイドボード                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 479,576 479,575 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-051-00] 円形テーブル                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 859,920 859,919 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-053-00] 直立書架                                平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 216,000 215,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-054-00] 簡易ステージ                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 370,000 369,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-056-00] ミジン切機                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 141,200 141,199 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-057-00] 煮沸機                                  平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 294,000 293,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-059-00] エレクター棚                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 243,000 242,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-060-00] フードミキサー                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 190,000 189,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-061-00] 餃子成型器                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,240,000 1,239,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-062-00] ガステーブル                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 102,000 101,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-063-00] ビジネスセーバー                        平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 597,600 597,599 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-064-00] 機械戸棚                                平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 158,400 158,399 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-065-00] ナーステーブル                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 365,440 365,439 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-066-00] プレハブ冷蔵庫                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 943,200 943,199 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-067-00] プレハブ冷凍庫                          平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 995,600 995,599 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-068-00] 食器保管庫                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 288,100 288,099 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-069-00] 食器ディスペンサー                      平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 227,400 227,399 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-070-00] トイレディスペンサー                    平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 113,000 112,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-071-00] 食器戸棚                                平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 345,600 345,599 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-072-00] 食　器　棚                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 110,800 110,799 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-073-00] 全自動洗濯機                            平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 2,765,000 2,764,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-074-00] ガス乾燥機                              平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,740,000 1,739,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-075-00] ビジネスセーバー                        平成09年度 第1種社会福祉事業銀山学園 859,000 858,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-080-00] 磁化製水装置                            平成10年度 第1種社会福祉事業銀山学園 294,000 293,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-083-00] プレハブ冷蔵庫                          平成10年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,040,000 1,039,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-084-00] 車庫                                    平成10年度 第1種社会福祉事業銀山学園 210,000 209,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-085-00] キャベツスライサー                      平成10年度 第1種社会福祉事業銀山学園 115,000 114,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-087-00] 冷凍冷蔵庫                              平成13年度 第1種社会福祉事業銀山学園 197,400 197,399 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-089-00] 手指殺菌機                              平成14年度 第1種社会福祉事業銀山学園 290,000 289,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-091-00] ソフトウエア　ファイルメーカー          平成18年度 第1種社会福祉事業銀山学園 501,136 501,135 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-094-00] 展示ショーケース　                      平成19年度 第1種社会福祉事業銀山学園 157,500 157,499 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-095-00] NDソフトウエアー支援費請求平成19年度 第1種社会福祉事業銀山学園 75,600 75,599 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-096-00] PC　DELLノートVostoro1000               平成19年度 第1種社会福祉事業銀山学園 92,124 92,123 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-097-00] フードプロセッサー                      平成19年度 第1種社会福祉事業銀山学園 113,400 113,399 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-102-00] 会計ソフト　福祉大臣5ライセンス         平成20年度 第1種社会福祉事業銀山学園 279,300 279,299 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-103-00] 冷凍冷蔵庫ＨＲＦ-150ＸＦ3               平成20年度 第1種社会福祉事業銀山学園 418,950 418,949 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-104-00] 簡易車椅子用スロープ                    平成20年度 第1種社会福祉事業銀山学園 966,000 965,999 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-108-00] バリアフリースケール                    平成21年度 第1種社会福祉事業銀山学園 325,500 325,499 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-110-00] 液晶テレビ　シャープアクオス平成22年度 第1種社会福祉事業銀山学園 216,342 216,341 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-111-00] TV収納ボックス製作工事                  平成22年度 第1種社会福祉事業銀山学園 535,500 535,499 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-112-00] 業務用冷凍冷蔵庫HRF-180ZET3             平成23年度 第1種社会福祉事業銀山学園 447,300 447,299 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-113-00] 液晶テレビレグザ47RE1                   平成23年度 第1種社会福祉事業銀山学園 115,129 115,128 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-114-00] コクヨ　簡易ステージ　KF-12N            平成24年度 第1種社会福祉事業銀山学園 430,500 345,293 85,207
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貸借対象表科目 拠点区分 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

銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-115-00] アサヒスパーブレンダ－ASH-2SUPER        平成24年度 第1種社会福祉事業銀山学園 106,575 106,574 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-116-00] FFストーブサンポットFF5000BF-K 平成24年度 第1種社会福祉事業銀山学園 113,190 113,189 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-117-00] Pテレフォン　公衆電話                   平成24年度 第1種社会福祉事業銀山学園 115,500 115,499 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-118-00] 石油ｽﾄ-ﾌﾞ　ｻﾝﾎﾟｯﾄFF-5000BFK             平成24年度 第1種社会福祉事業銀山学園 124,005 124,004 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-119-00] PEP教育診断検査用具等　サクセスベル(平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 267,750 195,230 72,520
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-120-00] アルミブリッジ                          平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 141,750 79,143 62,607
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-121-00] 野外用アルミシステムスロープ平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 365,400 134,645 230,755
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-123-00] サンポットストーブFF-5000BFK平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 129,360 46,224 83,136
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-124-00] コクヨ車椅子用食堂テーブル              平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 737,100 259,271 477,829
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-125-00] PC NEC MateタイプML                     平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 311,430 106,063 205,367
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-126-00] PC ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC MagnateIM                 平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 118,500 40,356 78,144
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-127-00] 冷蔵庫　コタン                          平成25年度 第1種社会福祉事業銀山学園 750,000 255,437 494,563
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-128-00] AED                                     平成27年度 第1種社会福祉事業銀山学園 294,192 294,191 1
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-129-00] DesktopPC　ProDesk                      平成27年度 第1種社会福祉事業銀山学園 116,640 109,350 7,290
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-130-00] DeskPC　HP ProDesk　600　               平成27年度 第1種社会福祉事業銀山学園 106,704 82,251 24,453
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-131-00] ﾉｰﾄPC　富士通LIFEBOOK A574/KX           平成27年度 第1種社会福祉事業銀山学園 104,328 80,419 23,909
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-132-00] マルゼンスチームコンベクションオーブン  平成28年度 第1種社会福祉事業銀山学園 1,700,000 804,383 895,617
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-133-00] カラオケ一式　JOYSOUND FESTA            平成28年度 第1種社会福祉事業銀山学園 666,489 183,282 483,207
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-134-00] コロナFF式温風ストーブFF-WG6516S        平成28年度 第1種社会福祉事業銀山学園 161,768 65,286 96,482
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-135-00] フードプロセッサー　ｸｲｼﾞﾅｰﾄ平成29年度 第1種社会福祉事業銀山学園 120,960 34,272 86,688
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-136-00] スーパーハウス２０型物置                平成28年度 第1種社会福祉事業銀山学園 377,001 100,533 276,468
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-137-00] 特殊浴槽用シャワーキャリー 平成29年度 第1種社会福祉事業銀山学園 626,400 83,520 542,880
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-138-00] 立体炊飯器　RMG-154    平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 400,000 61,233 338,767
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-139-00] 電子レンジ　ﾀﾆｺｰNE-1802        平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 145,800 16,232 129,568
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-G-140-00] 配膳車　JCSH27R     平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 239,660 1,338 238,322
銀山学園 [ｺﾀﾝ-B-014--00] LAN構築工事　一式                       平成26年度 第2種社会福祉事業コタン 171,180 140,552 30,628
小樽市さくら学園 [ｻｸﾗ-G-001 -00] 冷凍冷蔵庫                              平成29年度 第2種社会福祉事業小樽市さくら学園 157,464 43,826 113,638
さぽーとひろば [ｻﾎﾟﾄ-G-001-00] ノートＰＣ（ﾀｲﾌﾟVG UlraLite 平成25年度 第2種社会福祉事業さぽーとひろば 141,750 141,749 1
さぽーとひろば [ｻﾎﾟﾄ-G-002-00] デスクトップＰＣ                        平成26年度 第2種社会福祉事業さぽーとひろば 189,901 189,900 1
さぽーとひろば [ｻﾎﾟﾄ-G-003-00] デスクトップＰＣ                        平成27年度 第2種社会福祉事業さぽーとひろば 156,168 152,914 3,254
さぽーとひろば [ｻﾎﾟﾄ-G-004-00] デスクトップＰＣ                        平成28年度 第2種社会福祉事業さぽーとひろば 127,116 79,447 47,669
さぽーとひろば [ｻﾎﾟﾄ-G-005-00] デスクトップＰＣ                        平成29年度 第2種社会福祉事業さぽーとひろば 137,160 74,295 62,865
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-007-00] ホイロ（製ﾊﾟﾝ作業所）                   平成09年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 882,000 881,999 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-008-00] ミキサー（製ﾊﾟﾝ作業所）                 平成12年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 915,600 915,599 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-010-00] モルダー（製ﾊﾟﾝ作業所）                 平成14年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 1,260,000 1,259,999 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-011-00] 業務用冷凍冷蔵庫（製ﾊﾟﾝ作業所平成15年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 580,965 580,964 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-012-00] ＦＦ式ストーブ（製ﾊﾟﾝ作業所平成17年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 247,128 222,416 24,712
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-013-00] ＦＦ温風ヒーター（製ﾊﾟﾝ作業所平成18年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 126,998 107,854 19,144
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-014-00] ガスオーブン（製ﾊﾟﾝ作業所 平成19年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 3,500,700 3,500,699 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-015-00] ドウコンディショナー（製ﾊﾟﾝ平成19年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 1,500,450 1,500,449 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-016-00] スライサー（製ﾊﾟﾝ作業所）               平成19年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 181,650 181,649 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-017-00] 引出付作業台（製ﾊﾟﾝ作業所 平成20年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 121,800 88,401 33,399
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-018-00] ＦＦ式温風ヒーター                      平成20年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 185,115 185,114 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-019-00] 自動体外式除細動器AED(家族保護者会寄贈) 平成23年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 302,768 302,767 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-020-00] エアコン（製パン作業所）                平成26年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 637,200 514,324 122,876
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-021-00] デスクトップＰＣ                        平成28年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 132,300 88,200 44,100
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-022-00] ストーブ　ガラス作業所                        平成23年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 247,275 247,274 1
シェアリング和光 [ｼｪｱﾘ-G-023-00] ストーブ　ガラス作業所                        平成26年度 第2種社会福祉事業シェアリング和光 209,304 154,375 54,929
GH支援センター [ｽﾊﾞﾙ-G-001-00] 全自動洗濯機                            平成17年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 118,000 117,999 1
GH支援センター [ﾅｶﾞﾊ-G-004-00] 自動血圧計＜健太郎＞                    平成27年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 176,040 115,142 60,898
GH支援センター [ﾅｶﾞﾊ-G-005-00] デスクトップＰＣ                        平成28年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 132,300 88,200 44,100
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-001-00] にじA　構内交換設備                     平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 280,440 66,346 214,094
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-002-00] にじA　インターホン設備                 平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 193,442 45,764 147,678
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-003-00] にじA　監視カメラ設備                   平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 325,474 46,108 279,366
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-004-00] にじA　テレビ共同受信設備               平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 355,157 50,312 304,845
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-005-00] にじA　エアコン（壁掛型）               平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 1,188,525 281,184 907,341
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-006-00] にじA　コールシステム                   平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 6,026,882 1,425,859 4,601,023
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-007-00] にじA　LAN工事                          平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 889,927 210,540 679,387
GH支援センター [ﾆｼﾞA-G-008-00] 冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-E412V(N))             平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 105,800 26,502 79,298
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-001-00] にじＢ　構内交換設備                    平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 140,568 33,254 107,314
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-002-00] にじＢ　インターホン設備                平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 210,323 49,757 160,566
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-003-00] にじＢ　監視カメラ設備                  平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 330,809 46,863 283,946
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-004-00] にじＢ　テレビ共同受信設備              平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 341,379 48,360 293,019
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-005-00] にじＢ　エアコン（壁掛型）              平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 1,141,000 269,941 871,059
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-006-00] TVビエラ（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-43E300)             平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 113,600 34,080 79,520
GH支援センター [ﾆｼﾞB-G-007-00] 冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-E412V(N))             平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 105,800 26,502 79,298
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-001-00] にじＣ　構内交換設備                    平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 100,702 23,824 76,878
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-002-00] にじＣ　インターホン設備                平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 162,836 38,523 124,313
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-003-00] にじＣ　監視カメラ設備                  平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 167,121 23,675 143,446
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-004-00] にじＣ　テレビ共同受信設備              平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 542,072 76,793 465,279
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-005-00] にじＣ　エアコン（壁掛型）              平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 1,114,165 263,592 850,573
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-006-00] TVビエラ（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸTH-43E300)             平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 113,600 34,080 79,520
GH支援センター [ﾆｼﾞC-G-007-00] 冷蔵庫（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸNR-E412V(N))             平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 105,800 26,502 79,298
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-001-00] 真空パック機                            昭和60年度 第2種社会福祉事業陽だまり 2,350,000 2,349,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-002-00] スライサー                              昭和62年度 第2種社会福祉事業陽だまり 768,000 767,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-003-00] 噴霧消毒機                              昭和63年度 第2種社会福祉事業陽だまり 425,000 424,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-005-00] プレハブ冷蔵庫                          平成03年度 第2種社会福祉事業陽だまり 179,000 178,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-006-00] プレハブ冷蔵庫                          平成03年度 第2種社会福祉事業陽だまり 259,000 258,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-007-00] プレハブ冷凍庫                          平成03年度 第2種社会福祉事業陽だまり 352,000 351,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-008-00] プレハブ冷凍庫                          平成03年度 第2種社会福祉事業陽だまり 386,000 385,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-009-00] アスターレジスター                      平成04年度 第2種社会福祉事業陽だまり 190,000 189,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-010-00] 梱包機                                  平成04年度 第2種社会福祉事業陽だまり 332,000 331,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-015-00] 自動攪拌機                              平成05年度 第2種社会福祉事業陽だまり 204,800 204,799 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-019-00] 物置                                    平成07年度 第2種社会福祉事業陽だまり 150,000 149,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-020-00] 温風器                                  平成07年度 第2種社会福祉事業陽だまり 515,000 514,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-022-00] 大型ハウス                              平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまり 280,000 279,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-024-00] スポットショーケース                    平成08年度 第2種社会福祉事業陽だまり 192,750 192,749 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-033-00] 電気消毒保管庫　FEDB5                   平成21年度 第2種社会福祉事業陽だまり 350,122 350,121 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-034-00] 殺菌庫　FSCD6050B                       平成21年度 第2種社会福祉事業陽だまり 167,475 167,474 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-035-00] 給茶機　PTE-100HZWA/BR                  平成21年度 第2種社会福祉事業陽だまり 446,250 446,249 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-036-00] 冷凍ストッカー SH-700XB                 平成22年度 第2種社会福祉事業陽だまり 224,280 224,279 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-037-00] フードミキサー                          平成04年度 第2種社会福祉事業陽だまり 340,000 339,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-038-00] ソ－セ－ジボイル釜                      平成23年度 第2種社会福祉事業陽だまり 799,050 799,049 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-039-00] 石油ｽﾄ-ﾌﾞ　ｻﾝﾎﾟｯﾄFF-184CTSL             平成24年度 第2種社会福祉事業陽だまり 198,660 198,659 1
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-040-00] サンポットFF-184CTS暖房機               平成27年度 第2種社会福祉事業陽だまり 249,000 166,332 82,668
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-041-00] ノーリツ給湯機OQB-307FF                 平成28年度 第2種社会福祉事業陽だまり 162,000 81,162 80,838
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-042-00] サンポットFF-11000BFN                   平成28年度 第2種社会福祉事業陽だまり 159,408 79,863 79,545
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-043-00] NEC PC-Mate ML デスクトップ平成29年度 第2種社会福祉事業陽だまり 105,408 52,704 52,704
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-044-00]ｻﾝﾎﾟｯﾄFF   11000BFQ 平成30年度 第2種社会福祉事業陽だまり 186,000 31,062 154,938
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-G-045-00]ｻﾝﾎﾟｯﾄFF   5210TLO 平成30年度 第2種社会福祉事業陽だまり 120,000 20,040 99,960
GH支援センター [ﾋﾟｰｽ-G-001-00] 冷凍冷蔵庫                              平成20年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 166,950 166,949 1
GH支援センター [ﾋﾟｰｽ-G-002-00] ドラム式洗濯乾燥機                      平成20年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 178,332 178,331 1
GH支援センター [ﾋﾟｰｽ-G-003-00] ドラム式洗濯乾燥機                      平成20年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 178,332 178,331 1
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貸借対象表科目 拠点区分 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

ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-001-00] GHすずらん　ボイラー設備一式            平成18年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 741,300 632,029 109,271
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-003-00] CHすみれ　給湯ボイラー                  平成19年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 283,500 210,516 72,984
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-004-00] ｹｱﾎｰﾑﾎﾟﾌﾟﾗ　ｽﾄｰﾌﾞ                       平成20年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 115,500 115,499 1
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-005-00] CHふれあいｽﾄ-ﾌﾞ                         平成22年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 114,219 114,218 1
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-006-00] ふれあいCH　冷蔵庫　R-S420CM-SH         平成25年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 198,000 197,999 1
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-007-00] こぶしCH　ボイラー長府IB-3850DKF        平成25年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 215,880 215,879 1
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-008-00] ふれあい　サンポットストーブ平成25年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 107,100 95,386 11,714
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-009-00] すずらん　サンポットボイラー平成25年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 242,750 216,208 26,542
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-010-00] すずらん　サンポットボイラー平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 391,068 65,308 325,760
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-011-00] ぽぷら　呼出設備 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 267,590 44,687 222,903
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-012-00] ぽぷら テレビ受信設備　 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 202,917 13,595 189,322
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-013-00] くるみ　呼出設備 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 267,590 44,687 222,903
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-014-00] くるみ　テレビ受信設備 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 202,917 20,291 182,626
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-015-00] ふれあい　呼出設備 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 448,298 74,865 373,433
ふきのとう陽だまり [ﾌｷﾉﾄ-G-016-00] ふれあい　テレビ受信設備 平成30年度 第2種社会福祉事業ふきのとう 366,900 36,690 330,210
銀山学園 [ﾌﾚｱｲ-G-001-00] 物　置　(断熱加工等含)                  平成26年度 第1種社会福祉事業銀山学園 791,338 349,504 441,834
銀山学園 [ﾌﾚｱｲ-G-002-00] コロナFF式温風ストーブ                  平成29年度 第1種社会福祉事業銀山学園 156,600 30,510 126,090
銀山学園 [ﾌﾚｱｲ-G-003-00] ガスフライヤー                  平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 172,800 28,800 144,000
銀山学園 [ﾌﾚｱｲ-G-004-00] 灯油タンク                  平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 101,412 14,112 87,300
銀山学園 [ﾌﾚｱｲ-G-005-00] 業務用テーブル型高温高湿庫                 平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 291,600 24,348 267,252
GH支援センター [ﾏﾘﾝ-G-001 -00] 冷凍冷蔵庫                              平成09年度 福祉ホームマリンシップさくら 16,748 16,076 672
GH支援センター [ﾏﾘﾝ-G-002 -00] 石油給湯機（給湯用１Ｆ）                平成20年度 福祉ホームマリンシップさくら 194,250 194,249 1
GH支援センター [ﾏﾘﾝ-G-003 -00] 石油給湯機（暖房用）                    平成25年度 福祉ホームマリンシップさくら 234,927 215,776 19,151
GH支援センター [ﾏﾘﾝ-G-004 -00] 石油給湯機（給湯用２Ｆ）                平成27年度 福祉ホームマリンシップさくら 199,908 114,062 85,846
GH支援センター [ﾔﾖｲ-G-001 -00] 石油給湯機（家庭用ボイラー 平成25年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 141,750 122,305 19,445
和光学園 [ﾜｺｳ-G-067 -00] ガス回転釜（厨房）                      平成13年度 第1種社会福祉事業和光学園 336,000 335,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-068 -00] 業務用冷蔵庫（厨房）                    平成13年度 第1種社会福祉事業和光学園 579,600 579,599 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-069 -00] 冷蔵庫（厨房）                          平成14年度 第1種社会福祉事業和光学園 414,225 414,224 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-075 -00] 耐火金庫                                平成14年度 第1種社会福祉事業和光学園 183,750 132,983 50,767
和光学園 [ﾜｺｳ-G-076 -00] 液晶プロジェクター                      平成14年度 第1種社会福祉事業和光学園 766,500 766,499 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-077 -00] 書庫（ﾋﾞｼﾞﾈｽｾｰﾊﾞｰ）                     平成14年度 第1種社会福祉事業和光学園 975,450 877,905 97,545
和光学園 [ﾜｺｳ-G-080 -00] ジャンボステーション（厨房側平成15年度 第1種社会福祉事業和光学園 155,400 155,399 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-084 -00] 壁掛型電気給湯器（男子棟）              平成16年度 第1種社会福祉事業和光学園 136,500 136,499 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-085 -00] 壁掛型電気給湯器（女子棟）              平成16年度 第1種社会福祉事業和光学園 136,500 136,499 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-086 -00] 壁掛型電気給湯器（職員室）              平成16年度 第1種社会福祉事業和光学園 136,500 136,499 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-087 -00] 絵画（中島千波「春麗山桜」）            平成17年度 第1種社会福祉事業和光学園 200,000 0 200,000
和光学園 [ﾜｺｳ-G-089 -00] 給湯器（家庭用ボーラー,桜寮 平成17年度 第1種社会福祉事業和光学園 185,850 185,849 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-092 -00] 密閉式石油ストーブ（作業棟 平成19年度 第1種社会福祉事業和光学園 113,400 96,770 16,630
和光学園 [ﾜｺｳ-G-093 -00] 密閉式石油ストーブ（作業棟 平成19年度 第1種社会福祉事業和光学園 113,400 96,770 16,630
和光学園 [ﾜｺｳ-G-094 -00] 耐火金庫（総務部）                      平成20年度 第1種社会福祉事業和光学園 386,400 210,910 175,490
和光学園 [ﾜｺｳ-G-095 -00] 包丁・まな板殺菌庫（厨房）              平成20年度 第1種社会福祉事業和光学園 256,200 256,199 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-096 -00] ビル間通信ユニット                      平成20年度 第1種社会福祉事業和光学園 210,000 209,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-097 -00] ビル間通信ユニット①                    平成20年度 第1種社会福祉事業和光学園 116,235 116,234 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-098 -00] ビル間通信ユニット②                    平成20年度 第1種社会福祉事業和光学園 116,235 116,234 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-100 -00] スートブ（木工作業所）                  平成21年度 第1種社会福祉事業和光学園 189,840 189,839 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-101 -00] 屋外駐車場夜間照明                      平成21年度 第1種社会福祉事業和光学園 231,000 230,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-102 -00] 立型炊飯機（厨房）                      平成21年度 第1種社会福祉事業和光学園 357,000 356,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-104 -00] キューブアイスメーカー(家族保護者会寄贈)平成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 241,500 241,499 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-105 -00] 座位変換型介助用車いす(家族保護者会寄贈)平成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 139,000 138,999 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-106 -00] 小型電気温水器（木工作業所 平成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 190,890 190,889 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-107 -00] 小型電気温水器（ｶﾞﾗｽ工芸作業所平成23年度 第1種社会福祉事業和光学園 190,890 190,889 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-109 -00] カラープリンター　Fuji Xerox平成24年度 第1種社会福祉事業和光学園 148,050 148,049 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-111 -00] 発電機（停電時給水ポンプ運転電源平成24年度 第1種社会福祉事業和光学園 398,478 265,646 132,832
和光学園 [ﾜｺｳ-G-112 -00] チェストフリーザー/冷凍ストッカー(平成24年度 第1種社会福祉事業和光学園 117,600 117,599 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-113 -00] 食器洗浄機（ガスブースター 平成25年度 第1種社会福祉事業和光学園 162,163 162,162 1
和光学園 [ﾜｺｳ-G-114 -00] 厨房用エアコン（厨房）                  平成25年度 第1種社会福祉事業和光学園 651,000 616,063 34,937
和光学園 [ﾜｺｳ-G-115 -00] エアコン（クラフト作業所）              平成25年度 第1種社会福祉事業和光学園 472,500 440,564 31,936
和光学園 [ﾜｺｳ-G-117 -00] ストーブ（体育館）                      平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 568,620 419,402 149,218
和光学園 [ﾜｺｳ-G-118 -00] スカイコート薬液注入装置付(平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 3,238,800 2,208,589 1,030,211
和光学園 [ﾜｺｳ-G-119 -00] 電動コンパクトストレッチャー            平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 1,242,000 846,940 395,060
和光学園 [ﾜｺｳ-G-120 -00] フラット担架                            平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 799,200 544,986 254,214
和光学園 [ﾜｺｳ-G-121 -00] 全自動乾燥機(H26年度大規模修繕)         平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 618,575 421,816 196,759
和光学園 [ﾜｺｳ-G-122 -00] スープレンジ(H26年度大規模修繕)         平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 111,510 76,039 35,471
和光学園 [ﾜｺｳ-G-124 -00] ガスフライヤー(H26年度大規模修繕)       平成26年度 第1種社会福祉事業和光学園 152,564 104,035 48,529
和光学園 [ﾜｺｳ-G-125 -00] 自動体外式除細動器AED(家族保護者会寄贈) 平成27年度 第1種社会福祉事業和光学園 270,000 225,000 45,000
和光学園 [ﾜｺｳ-G-126 -00] 食器消毒保管庫                          平成28年度 第1種社会福祉事業和光学園 324,000 139,779 184,221
和光学園 [ﾜｺｳ-G-127 -00] デスクトップＰＣ                        平成28年度 第1種社会福祉事業和光学園 132,300 88,200 44,100
和光学園 [ﾜｺｳ-G-128 -00] ジャンボステーション（男子棟側平成29年度 第1種社会福祉事業和光学園 120,960 25,200 95,760
和光学園 [ﾜｺｳ-G-129 -00] ジャンボステーション（男子棟側平成29年度 第1種社会福祉事業和光学園 120,960 25,200 95,760

銀山学園 平成30年度 第1種社会福祉事業銀山学園 11,421,648 1,223,748 10,197,900

和光学園 平成30年度 第1種社会福祉事業和光学園 5,987,520 641,520 5,346,000

法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-J-001-00] 電話・ＦＡＸ回線                        平成05年度 小樽地区事業所間電話・FAX回線 74,000 74,000
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-J-002-00] 電話回線                                平成07年度 小樽地区事業所間電話回線 74,984 74,984
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-J-003-00] 通信カラオケ電話回線                    平成09年度 銀山学園・えんれいそう電話回線 76,440 76,440
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-J-004-00] 福祉ホーム電話回線                      平成09年度 マリンシップさくら電話回線 76,440 76,440
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-J-006-00] 織物作業所電話回線                      平成14年度 シェアリング和光電話回線 76,440 76,440
法人本部 [ｵﾀﾙﾎ-J-007-00] さくら学園電話回線                      平成16年度 小樽市さくら学園電話回線 76,440 76,440
銀山学園 [ｷﾞﾝｻ-J-001-00] 電話　                                  昭和46年度 銀山学園電話回線 464,270 464,270
大江学園 [ｵｵｴ-J-001 -00] 電話　権利                              昭和59年度 大江学園電話回線 150,300 150,300
和光学園 [ﾜｺｳ-J-001 -00] 電話回線                                平成06年度 和光学園電話回線 76,440 76,440

小計 1,145,754 1,145,754

ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-K-001-00] ほのぼのｍｏｒｅ                        平成29年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 243,000 97,200 145,800
ウエルサポート和光 [ｳｴﾙｻ-K-002-00] ほのぼのmore(地活) 平成30年度 第2種社会福祉事業ウエルサポート和光 245,160 40,860 204,300
えんれいそう [ｴﾝﾚｲ-K-003-00] ほのぼのNEXTクライアント 平成28年度 第2種社会福祉事業えんれいそう 140,400 84,240 56,160
大江学園 [ｵｵｴ-I-002 -00] 財務ソフトピア･ツーピア                 平成17年度 第1種社会福祉事業大江学園 189,945 189,945 0

場所・物量等

    器具及び備品

    有形リース資産

141,147,629 26,077,579

[ｷﾞﾝｻﾞﾝ-M-001-00]LED照明設備

[ﾜｺｳ-M-001-00]三菱ふそう　ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

小計 社会福祉充実残高算定対象小計 17,409,168 1,865,268 15,543,900

    権利

小計 社会福祉充実残高算定対象小計 167,225,208

    ｿﾌﾄｳｴｱｰ
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貸借対象表科目 拠点区分 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

GH支援ｾﾝﾀｰ [ﾅｶﾞﾊ-I-001-00] ほのぼのｍｏｒｅ                        平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 126,900 48,645 78,255
GH支援ｾﾝﾀｰ [ﾆｼﾞA-I-001-00] ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ                     平成29年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ 359,100 101,745 257,355
ふきのとう陽だまり [ﾋﾀﾞﾏ-I-001-00] 支援費請求システム　負担分              平成19年度 第1種社会福祉事業陽だまり 75,600 75,599 1
和光学園 [ﾜｺｳ-I-001 -00] ＳＷＩＮＧ 給与計算システム             平成27年度 第1種社会福祉事業和光学園 129,600 84,240 45,360
和光学園 [ﾜｺｳ-I-002 -00] 支援費システム                          平成14年度 第1種社会福祉事業和光学園 630,000 629,999 1

小計 2,139,705 1,352,473 787,232

銀山学園 ー 会員出資金積立額 - - 83,326,640

大江学園 ー 会員出資金積立額 - - 32,954,360

えんれいそう ー 会員出資金積立額 - - 4,611,180
ふきのとう・陽だまり ー 会員出資金積立額 - - 21,026,845

和光学園 ー 会員出資金積立額 - - 33,205,125

さぽーとひろば ー 会員出資金積立額 - - 7,254,535

小樽市さくら学園 ー 会員出資金積立額 - - 6,237,925

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 会員出資金積立額 - - 10,025,920

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 会員出資金積立額 - - 15,940,150

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 会員出資金積立額 - - 10,283,180

GH支援ｾﾝﾀｰ ー 会員出資金積立額 - - 15,068,090

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ー 会員出資金積立額 - - 3,277,455

小計 - - 243,211,405

大江学園 ー 施設整備資金 - - 4,000,000

和光学園 ー 施設整備資金 - - 32,900,000

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 施設整備資金 2,000,000

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 施設整備資金 - - 8,900,000

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 施設整備資金 - - 800,000

小計 - - 48,600,000

銀山学園 ー 施設修繕資金 - - 23,000,000

大江学園 ー 施設修繕資金 - - 10,000,000

小計 - - 33,000,000

銀山学園 ー 介護機器購入資金 - - 1,000,000

小計 - - 1,000,000

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 就労支援棟建設資金 - - 10,000,000

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 就労支援棟建設資金 - - 1,000,000

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 就労支援棟建設資金 - - 13,000,000

小計 - - 24,000,000

GH支援ｾﾝﾀｰ グループホーム(借家)敷金 平成22年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ・弥生寮 - - 64,000

GH支援ｾﾝﾀｰ グループホーム住宅賃貸権利金 平成16年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ・みずき寮 - - 70,000

GH支援ｾﾝﾀｰ グループホーム住宅賃貸権利金 平成30年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ・ほーぷ - - 55,000

GH支援ｾﾝﾀｰ グループホーム住宅賃貸権利金 平成30年度 第2種社会福祉事業ＧＨ支援センターにじ・すばるB1 - - 40,000

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 駐車場敷金 平成30年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 - - 7,000

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 作業所賃貸敷金 平成14年度 第2種社会福祉事業ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 - - 180,000

小計 - - 416,000

568,909,419

2,616,408,795

3,181,673,487

法人本部 592,929

法人本部 22,120,062

法人本部 232,924

銀山学園 ー 18,419,935

銀山学園 ー 2,984,690

銀山学園 ー 2,114,632

大江学園 ー 7,144,965

大江学園 ー 1,158,200

大江学園 ー 211,114

えんれいそう ー 776,731

えんれいそう ー 768,550

えんれいそう ー 1,422,228

    差入保証金

物品購入等業者支払分

その他

    退職給付引当資産

    建設積立資産

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

　 事業未払金

物品購入等業者支払分

設備資金借入元金・利子　4月1日引落分

    備品等購入積立資産

    設備整備等積立資産

北海道民間社会福祉事業職共済会

場所・物量等

    ｿﾌﾄｳｴｱｰ

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

    修繕積立資産

北海道民間社会福祉事業職共済会

北海道民間社会福祉事業職共済会

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

1 流動負債

職員給与・手当　

その他
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貸借対象表科目 拠点区分 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

ふきのとう・陽だまり ー 2,708,704
ふきのとう・陽だまり ー 0
ふきのとう・陽だまり ー 3,316,857

にき ー 2,180,479

にき 19,770

にき 546,286

和光学園 ー 6,046,211

和光学園 ー 2,336,706

和光学園 ー 2,075,452

さぽーとひろば ー 24,813

さぽーとひろば ー 287,158

さぽーとひろば ー 563,993

小樽市さくら学園 ー 1,127,381

小樽市さくら学園 ー 790,284

小樽市さくら学園 ー 11,564

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 410,619

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 454,688

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 658,943

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 2,072,719

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 699,057

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 5,423,928

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 244,732

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 656,663

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 1,806,654

GH支援ｾﾝﾀｰ ー 1,411,375

GH支援ｾﾝﾀｰ ー 1,254,332

GH支援ｾﾝﾀｰ ー 19,482

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ー 62,785

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ー 291,595

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ー 800,028

小計 96,250,218

銀山学園 新おたる農業協同組合 平成22年度 平成31年度償還元金 570,000
銀山学園 北海道信用金庫仁木支店 平成22年度 平成31年度償還元金 2,700,000
銀山学園 新おたる農業協同組合 平成23年度 平成31年度償還元金 1,000,000
銀山学園 北海道信用金庫仁木支店 平成25年度 平成31年度償還元金 8,000,000
大江学園 北海道信用金庫仁木支店 平成23年度 平成31年度償還元金 1,500,000
ふきのとう・陽だまり 北洋銀行小樽中央支店 平成24年度 平成31年度償還元金 2,000,000

ふきのとう・陽だまり 北海道信用金庫仁木支店 平成30年度 平成31年度償還元金 6,500,000

和光学園 北海道信用金庫仁木支店 平成26年度 平成31年度償還元金 8,000,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 新おたる農業協同組合 平成20年度 平成31年度償還元金 840,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 北海道信用金庫仁木支店 平成29年度 平成31年度償還元金 5,500,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 北洋銀行小樽中央支店 平成29年度 平成31年度償還元金 4,500,000

銀山学園 LED照明設備 平成30年度 平成31年度返済 1,631,664
和光学園 マイクロバス 平成30年度 平成31年度返済 855,360

小計 2,487,024

銀山学園 車輛割賦払い(ハイエース) 180,000
銀山学園 除雪機割賦支払 291,060
銀山学園 車輛割賦払い(マイクロバス) 1,174,176
銀山学園 車輛割賦払い(ハイエース) 686,880
大江学園 車輛割賦払い(マイクロバス) 1,377,648

小計 3,709,764

銀山学園 委託販売代金 ー ニキボウ 160

GH支援ｾﾝﾀｰ GH・利用者からの預かり金　他 食費・日用品費・水道光熱費 3,536,529

法人本部 北海道宏栄社 法人連携事業経費返済分 1,018

小計 3,537,707

銀山学園 ー 5,903,260

大江学園 1,310,961

にき 139,366

和光学園 0

小樽市さくら学園 ー 25,749

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 93,495

GH支援ｾﾝﾀｰ ー 11,341

小計 7,484,172

和光学園 6,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 797,440

小計 803,440

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

雇用保険被保険者負担分　他

雇用保険被保険者負担分　他

雇用保険被保険者負担分　他

雇用保険被保険者負担分　他

雇用保険被保険者負担分　他

41,110,000

　 1年以内返済予定設備資金借入金

　 1年以内支払予定長期未払金

小計

雇用保険被保険者負担分　他

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

場所・物量等

　 預り金

　 職員預り金

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

　 前受金

雇用保険被保険者負担分　他

物品購入等業者支払分

職員給与・手当　

その他

　 1年以内返済予定リース債務

預り金サービス利用料

グループホーム利用者・家賃　

13

　

31.03.31..財産目録



貸借対象表科目 拠点区分 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

ふきのとう・陽だまり 212,042

小計 212,042

銀山学園 ー 平成30年12月～平成31年3月分 21,629,004

大江学園 ー 平成30年12月～平成31年3月分 7,945,429

えんれいそう ー 平成30年12月～平成31年3月分 1,121,995
ふきのとう・陽だまり ー 平成30年12月～平成31年3月分 5,054,544

にき ー 平成30年12月～平成31年3月分 1,075,865

和光学園 ー 平成30年12月～平成31年3月分 10,602,493

さぽーとひろば ー 平成30年12月～平成31年3月分 1,587,824

小樽市さくら学園 ー 平成30年12月～平成31年3月分 2,709,324

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 平成30年12月～平成31年3月分 1,890,757

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 平成30年12月～平成31年3月分 3,476,324

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 平成30年12月～平成31年3月分 2,833,180

GH支援ｾﾝﾀｰ 平成30年12月～平成31年3月分 3,694,315

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ー 平成30年12月～平成31年3月分 1,213,817

小計 64,834,871

220,429,238

銀山学園 北海道信用金庫仁木支店 平成22年度 平成32年以降度償還元金 13,000,000
銀山学園 新おたる農業協同組合 平成23年度 平成32年以降度償還元金 1,000,000
銀山学園 北海道信用金庫仁木支店 平成25年度 平成32年以降度償還元金 152,000,000
大江学園 北海道信用金庫仁木支店 平成23年度 平成32年以降度償還元金 3,000,000
ふきのとう・陽だまり 北洋銀行小樽中央支店 平成24年度 平成32年以降度償還元金 16,000,000

ふきのとう・陽だまり 北海道信用金庫仁木支店 平成30年度 平成32年以降度償還元金 123,500,000

和光学園 北海道信用金庫仁木支店 平成26年度 平成32年以降度償還元金 120,000,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 新おたる農業協同組合 平成20年度 平成32年以降度償還元金 11,760,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 北海道信用金庫仁木支店 平成29年度 平成32年以降度償還元金 110,000,000

GH支援ｾﾝﾀｰ 北洋銀行小樽中央支店 平成29年度 平成32年以降度償還元金 90,000,000

銀山学園 LED照明設備 平成30年度 平成32年度以降返済額 8,702,208
和光学園 マイクロバス 平成30年度 平成32年度以降返済額 4,490,640

銀山学園 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 83,326,640

大江学園 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 32,954,360

えんれいそう ー 会員出資金・掛け金　引当累計 4,611,180
ふきのとう・陽だまり ー 会員出資金・掛け金　引当累計 21,026,845

和光学園 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 33,205,125

さぽーとひろば ー 会員出資金・掛け金　引当累計 7,254,535

小樽市さくら学園 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 6,237,925

ｼｪｱﾘﾝｸﾞ和光 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 10,025,920

ｳｲﾘﾝｸﾞ和光 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 15,940,150

ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ和光 ー 会員出資金・掛け金　引当累計 10,283,180

GH支援ｾﾝﾀｰ 会員出資金・掛け金　引当累計 15,068,090

就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ー 会員出資金・掛け金　引当累計 3,277,455

小計 243,211,405

銀山学園 車輛割賦払い(マイクロバス) 2,348,352
銀山学園 車輛割賦払い(ハイエース) 2,117,880
大江学園 車輛割賦払い(マイクロバス) 3,558,924

小計 8,025,156

904,689,409

1,125,118,647

2,056,554,840

場所・物量等

640,260,000

北海道民間社会福祉事業職員共済会

　 退職給付引当金

流動負債合計

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

平成31年6月賞与支給に係る引当

　 設備資金借入金

小計

　 リース債務

小計

差引純資産

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北海道民間社会福祉事業職員共済会

　 長期未払金

固定負債合計

負債合計

　仮受金

　 賞与引当金

2 固定負債

13,192,848

北海道民間社会福祉事業職員共済会

北洋銀行・償還利息分

平成31年6月賞与支給に係る引当
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