
財　　産　　目　　録
令和2年3⽉31⽇現在

貸借対照表科目 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 貸借対照表価額

Ⅰ　資産の部
１　流動資産
現⾦ 現⾦⼿許有⾼ 運転資⾦として 536,101
預⾦ 北陸銀⾏⼩⽴野⽀

店他
    運転資⾦として 809,363,024

現⾦預⾦　計 809,899,125
事業未収⾦     令和2年２⽉、３⽉

⾃⽴⽀援給付費等
422,838,373

未収⾦     ⾦沢市互助会他 7,183,340
未収補助⾦     石川県 2,347
医薬品     石川療育センター 2,946,732
原材料     就労⽀援事業材料（⼩⻨粉

等）
105,412

⽴替⾦     石川労働局他 676,888
前払⾦     令和2年度賃貸契約諸費⽤ 94,560
流動資産　合計 1,243,746,777
２　固定資産
（１）基本財産
土地 愛育学園　⾦沢市北

袋町イ101番地他
第1種社会福祉事業である、障
害者⽀援施設等に使⽤している

149,952,471

七尾更⽣園　七尾市
中挟町い部12番地

第1種社会福祉事業である、救
護施設等に使⽤している

89,868,220

石川療育ｾﾝﾀｰ　⾦沢
市上中町イ67番2他

第1種社会福祉事業である、障
害児入所施設等に使⽤している

243,085,197

ふじのき寮　⾦沢市上
中町ト18番他

第1種社会福祉事業である、障
害者⽀援施設等に使⽤している

136,505,657

⽣活⽀援ｾﾝﾀｰ雪⾒橋
⾦沢市城南1丁目
226番他

第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

113,947,320

ホームあさぎり台　⾦沢
市田上本町テ55番5

第2種社会福祉事業である、認
知症対応型⽼⼈共同⽣活援
助事業等に使⽤している

39,269,550

錦城学園　加賀市上
福田町ロ76番

第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

20,167,864

土地　計 0 0 792,796,279
建物 愛育学園　建物 2001 第1種社会福祉事業である、障

害者⽀援施設等に使⽤している
808,125,144 516,648,106 291,477,038

愛育学園　ゆずオレン
ジ

2006 第1種社会福祉事業である、障
害者⽀援施設等に使⽤している

64,474,246 34,953,409 29,520,837

七尾更⽣園　建物 1995 第1種社会福祉事業である、救
護施設等に使⽤している

722,487,195 613,786,491 108,700,704

七尾更⽣園　建物
地域⽣活訓練棟

2006 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

4,845,610 4,845,609 1

石川療育センター　建
物（法⼈本部含む）

1994 第1種社会福祉事業である、障
害児入所施設等に使⽤している

923,726,123 692,840,746 230,885,377

石川療育センター　か
がやき棟

2015 第1種社会福祉事業である、障
害児入所施設等に使⽤している

13,307,000 8,245,904 5,061,096

ふじのき寮　建物 2014 第1種社会福祉事業である、障
害者⽀援施設等に使⽤している

864,960,160 211,988,918 652,971,242
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ふじのき寮　建物　作
業棟

2014 第1種社会福祉事業である、障
害者⽀援施設等に使⽤している

32,876,539 7,488,742 25,387,797

ふじのき寮　ひだまり 2016 第1種社会福祉事業である、障
害者⽀援施設等に使⽤している

45,699,640 3,599,062 42,100,578

雪⾒橋　建物 2010 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

485,116,663 172,478,041 312,638,622

雪⾒橋　やすらぎ棟 1993 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

212,322,859 136,896,222 75,426,637

雪⾒橋　さいせい 2012 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

7,797,212 3,935,868 3,861,344

雪⾒橋　⽣活介護分
室

2014 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

15,336,000 6,548,472 8,787,528

ホームあさぎり台 2008 第2種社会福祉事業である、認
知症対応型⽼⼈共同⽣活援
助事業等に使⽤している

165,989,141 118,649,484 47,339,657

錦城学園　ふくの杜 2015 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

42,444,000 8,725,204 33,718,796

建物　計 4,409,507,532 2,541,630,278 1,867,877,254
定期預⾦ 北陸銀⾏⼩⽴野⽀店

他
基本財産として使途が特定され
ている

120,000

投資有価証券
基本財産　合計 4,409,507,532 2,541,630,278 2,660,793,533
（２）その他の固定資産
土地 法⼈本部　⾦沢市袋

板屋町他
将来の施設移転予定地として保
有している

69,560,000

雪⾒橋　⾦沢市菊川 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業⽤⽤地として保有し
ている

10,184,154

⼩計 0 0 79,744,154
建物 ふじのき寮　中古ユニッ

ト
2014 第1種社会福祉事業である、障

害者⽀援施設等に使⽤している
2,430,000 751,275 1,678,725

雪⾒橋　物置 2011 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

292,980 258,799 34,181

雪⾒橋　⾃動通報装
置

2017 第2種社会福祉事業である、障
害福祉事業等に使⽤している

1,559,628 422,391 1,137,237

建物　計 4,282,608 1,432,465 2,850,143
構築物 354,004,539 194,469,315 159,535,224
機械及び装置 31,225,194 25,830,088 5,395,106
⾞輌運搬具 三菱ローザ　他57台 利⽤者送迎⽤ 118,648,891 98,724,202 19,924,689
器具及び備品 机、ベッド、特殊浴槽 209,099,346 176,578,369 32,520,977
建設仮勘定 0
有形リース資産 0
権利 電話加入権等 7,056,415
ソフトウェア 会計ソフト等 8,589,206
無形リース資産
投資有価証券 使途特定なし 50,000
⻑期貸付⾦
退職給付引当資産 ⾦沢市退職互助会 将来における退職⾦⽀払のため

に積⽴てている
241,085,740

⻑期預り⾦積⽴資産
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⼈件費積⽴資産 北陸銀⾏　⼩⽴野⽀
店他

将来における⼈件費⽀払のため
に積⽴てている

156,991,600

施設整備等積⽴資産 北陸銀⾏　⼩⽴野⽀
店他

将来における施設整備のために
積⽴てている

451,800,800

器具等備品購入積⽴資産 北陸銀⾏　⼩⽴野⽀
店他

将来における備品購入のために
積⽴てている

69,958,693

修繕費積⽴資産 北陸銀⾏　⼩⽴野⽀
店他

将来における修繕費⽀払のため
に積⽴てている

158,100,000

差入保証⾦ グループホーム敷⾦等 1,781,000
⻑期前払費⽤ ⽕災保険料未経過分 6,222,412
その他の固定資産 あさぎり台　入居一時

⾦
900,000

その他の固定資産合計 1,402,506,159
固定資産合計 4,063,299,692
資産合計 5,307,046,469
Ⅱ　負債の部
１　流動負債
短期運営資⾦借入⾦     
事業未払⾦ 令和2年３⽉分給⾷

費　他
    95,980,144

その他の未払⾦ ⾦沢市退職互助会     6,782,749
⽀払⼿形     
役員等短期借入⾦     
１年以内返済予定設備資
⾦借入⾦

独⽴⾏政法⼈福祉医
療機構　他

    54,726,000

１年以内返済予定⻑期運
営資⾦借入⾦

    

１年以内返済予定リース債     
１年以内返済予定役員等
⻑期借入⾦

    

１年以内⽀払予定⻑期未
払⾦

    

未払費⽤ 職員給与令和2年４
⽉分

    833,150

預り⾦ 利⽤者預り他     298,296
職員預り⾦ 社会保険料他     18,225,025
前受⾦ 利⽤者仕送り     
前受収益     
仮受⾦     
賞与引当⾦     124,617,740
その他の流動負債     
未払法⼈税等     
繰延税⾦負債     
流動負債合計 301,463,104
２　固定負債
設備資⾦借入⾦ 独⽴⾏政法⼈福祉医

療機構　他
    351,621,000

⻑期運営資⾦借入⾦     
リース債務     
役員等⻑期借入⾦     
退職給付引当⾦ ⾦沢市退職互助会     241,085,740
⻑期未払⾦     
⻑期預り⾦     
その他の固定負債 あさぎり台　入居一時

⾦
 900,000

固定負債合計 593,606,740
負債合計 895,069,844
差引純資産 4,411,976,625


