
別紙5

場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表額 拠点区分

Ⅰ資産の部

　１．流動資産

普通預金等 福岡市東部農協/箱崎支店、福岡銀行/箱崎支店 運転資金 3,507,152 本部
福岡市東部農協/箱崎支店 運転資金 43,891,832 ちどり保育園
宗像農協/田島支店 運転資金 21,692,086 玄海風の子保育園
福岡東部農協/箱崎支店 運転資金 1,845,318 よりどりちどり館
宗像農協/大島支店 運転資金 24,865,129 大島へき地保育所

事業未収金 福岡市、保護者 委託費精算分、委託費差額、主食費他 2,860,200 ちどり保育園
宗像市、保護者 委託費改訂差額分、延長保育利用料 1,920,370 玄海風の子保育園
保護者 利用料 91,000 よりどりちどり館

未収金 拠点区分間 拠点区分繰入 5,720 本部

保護者 おむつ代、駐車場利用料 66,940 ちどり保育園

園長会、九州電力 コピー用紙代、売電料 8,724 玄海風の子保育園

未収補助金 福岡市、福岡市保育協会、保護者 延長保育事業補助金、保育協会補助金、延長保育料他 2,842,700 ちどり保育園

宗像市 延長保育事業補助金、研修事業補助金、他 3,353,860 玄海風の子保育園

立替金 保護者、学童保育 貸おむつ代、共済掛金事業者負担分 61,854 ちどり保育園

前払費用 福岡保健企画 本部事務所家賃4月分 63,180 本部

あいおい損保、楢崎不動産 火災保険料、駐車場代他 211,070 ちどり保育園

昭和鉄工、宮本秀臣、全私連 土地賃借料、園舎敷地賃借料2017年分、保険料 740,503 玄海風の子保育園

仮払金 評議員 評議員報酬、交通費 3,154 本部

業者 新年度備品代 1,886 ちどり保育園

108,032,678
　２．固定資産

　　(1)基本財産

福岡市東区原田2丁目1554番地1 1974年度 園舎 62,600,700 54,021,236 8,579,464
福岡市東区原田2丁目1554番地1、1555番地1 1991年度 園舎 72,298,000 37,338,291 34,959,709
福岡市東区原田2丁目1554番地1、1555番地1 1998年度 園舎 44,814,568 17,081,064 27,733,504
福岡市東区原田2丁目1554番地1、1555番地1 1999年度 園舎 1,378,000 493,385 884,615
福岡市東区原田2丁目1555番地1、1554番地1 2002年度 園舎 59,831,994 24,168,020 35,663,974

小計 240,923,262 133,101,996 107,821,266
福岡県宗像市江口字峠916番地57 2002年度 園舎 144,680,729 84,441,241 60,239,488
福岡県宗像市江口字峠916番地59 2007年度 園舎 59,471,061 19,531,722 39,939,339
福岡県宗像市江口字峠916番地57 2012年度 園舎 1,522,500 173,057 1,349,443
福岡県宗像市江口字峠916番地57 2015年度 職員休憩室 6,421,420 786,302 5,635,118

小計 212,095,710 104,932,322 107,163,388
福岡市東区原田2丁目21-4 2012年度 学童施設 8,019,118 4,143,206 3,875,912 よりどりちどり館

土地 福岡県宗像市江口字峠916番地57 2001年度 保育園用地 9,630,000 9,630,000

福岡県宗像市江口字峠916番地59 2008年度 保育園用地 6,500,000 6,500,000

福岡県宗像市江口字峠916番地61 2014年度 保育園用地 5,396,006 5,396,006

小計 21,526,006 21,526,006

福岡市東区原田2丁目21-4 2012年度 学童保育用地 20,136,756 20,136,756 よりどりちどり館

基本財産特定預金 福岡銀行/箱崎　定期預金　基本財産保育所所管分 1,000,000 本部

261,523,328
　　(2)その他の固定資産

建物 給食室厨房、空調設備他 保育事業に使用 13,450,312 11,644,194 1,806,118 ちどり保育園

警備機器、外部便所他 保育事業に使用 21,320,927 17,599,738 3,721,189 玄海風の子保育園

構築物 プール架台、雲悌他 保育事業に使用 27,199,943 14,226,779 12,973,164 ちどり保育園

外溝、大型遊具、フェンス他 保育事業に使用 22,072,292 19,030,868 3,041,424 玄海風の子保育園

機械及び装置 井戸ポンプ他 保育事業に使用 3,627,067 2,204,935 1,422,132 ちどり保育園

太陽光発電設備他 保育事業に使用 7,861,340 5,507,417 2,353,923 玄海風の子保育園

車輌運搬具 アルミ避難車 保育事業に使用 1,134,774 1,134,771 3 玄海風の子保育園

器具及び備品 ピアノ、机、給湯器他 保育事業に使用 30,315,943 29,222,810 1,093,133 ちどり保育園

グランドピアノ、給湯ガステーブル他 保育事業に使用 15,972,121 14,242,773 1,729,348 玄海風の子保育園

冷蔵庫、物置 保育事業に使用 264,510 198,708 65,802 よりどりちどり館

財   産   目   録
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パソコン 保育事業に使用 622,095 392,788 229,307 大島へき地保育所

土地 保育園園舎敷地 保育園用地 2,980,996 2,980,996 玄海風の子保育園

権利 電話加入権、生協出資金、駐車場敷金 保育事業として支出 339,300 339,300 ちどり保育園

ソフトウエア 会計ソフト、給与ソフト 保育事業に使用 414,375 342,375 72,000 ちどり保育園

給与ソフト 保育事業に使用 199,500 199,500 0 玄海風の子保育園

保育所繰越積立資産 福岡市東部農協/箱崎　定期預金等 人件費不足に対応するための積立 9,000,000 ちどり保育園

宗像農協/田島　普通預金 人件費不足に対応するための積立 1,000,000 玄海風の子保育園
福岡市東部農協/箱崎　定期預金等 施設整備のための積立 7,381,392 ちどり保育園

宗像農協/田嶋　定期預金 施設整備のための積立 9,200,000 玄海風の子保育園

58,409,231

319,932,559
427,965,237

　１．流動負債

事業未払金 理事交通費、社労士顧問報酬・規程改定 55,400 本部

給食材料費、社会保険料事業主負担分　他 4,855,788 ちどり保育園

給食材料費、社会保険料、コピー用紙代　他 2,014,155 玄海風の子保育園

おやつ代、ゴミ搬出料1～3月分　他 50,603 よりどりちどり館

電話代、社会保険料事業主負担分　他 227,584 大島へき地保育所

その他未払金 拠点区分間繰入金 本部繰入（利息分） 2,359 ちどり保育園

拠点区分間繰入、ナフコ 本部繰入（利息分）、物置設置工事 127,229 玄海風の子保育園

福祉医療機構 2,340,000 ちどり保育園

福祉医療機構 2,620,000 玄海風の子保育園

個人 1,000,000 よりどりちどり館

未払費用 役員報酬　3月分 101,170 本部

職員時間外手当3月分、非常勤職員給与3月後半分 1,089,609 ちどり保育園

職員時間外手当3月分、非常勤職員給与3月後半分 976,756 玄海風の子保育園
職員時間外手当3月分、非常勤職員給与3月後半分　他　 232,442 よりどりちどり館

非常勤職員給与3月後半分 32,300 大島へき地保育所

預り金 社労士業務委託費源泉所得税、講師源泉所得税 4,084 本部

福岡市　家賃補助経費（途中転居） 40,000 ちどり保育園

個人教材分、大島保育所社会保険料2月分 313,476 玄海風の子保育園

職員預り金 理事・評議員報酬より源泉所得税 2,754 本部

退職者社会保険料、職員源泉所得税　他 2,687,932 ちどり保育園

社会保険料2月分 630,655 玄海風の子保育園

職員源泉所得税 256,730 大島へき地保育所
19,661,026

　２．固定負債

独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入 10,480,000 玄海風の子保育園

個人 設備資金借入 4,000,000 よりどりちどり館

14,480,000

34,141,026

393,824,211

上記財産目録に相違ない。

　　　　　　　　　　　　　　理事長　小寺　安

　　　　　　　　　　　　福岡市東区原田2丁目15番18号

　　　　　　　　　　　　社会福祉法人紅葉会
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