
別紙４

(単位:円)

現金預金 ― ― ― 1,447,271,417
現金 小口現金 ― 運転資金として ― ― 1,025,580

現金 ― 運転資金として ― ― 642,484
1,668,064

当座預金 松風園拠点（ゆうちょ） ― 利用者負担金振替用 ― ― 2,538,906
中山の園地域支援拠点（ゆうちょ） ― 利用者負担金振替用 ― ― 3,580,952
中山の園診療所拠点 ― 運転資金として ― ― 13,927,656
たばしね学園拠点（はばたき） ― 運転資金として ― ― 1,597,682
みたけ学園拠点（ぽけっと） ― 運転資金として ― ― 2,405,098
こぶし拠点（ゆうちょ） ― 利用者負担金振替用 ― ― 866,693
やまゆり拠点（ゆうちょ） ― 利用者負担金振替用 ― ― 6,346,495
松風園拠点 ― 運転資金として ― ― 8,582,385
たばしね学園拠点 ― 運転資金として ― ― 2,157,426
やさわの園拠点 ― 運転資金として ― ― 4,002,414
和光学園拠点 ― 運転資金として ― ― 1,313,248
子どもの森拠点 ― 運転資金として ― ― 3,899,917
好地荘拠点 ― 運転資金として ― ― 15,107,175
視聴覚障がい者情報センター拠点 ― 運転資金として ― ― 352,906
法人本部拠点 ― 運転資金として ― ― 996,748,788
みたけ学園拠点 ― 運転資金として ― ― 2,114,353
みたけの園拠点 ― 運転資金として ― ― 1,750,308
松山荘拠点 ― 運転資金として ― ― 11,637,412

1,078,929,814

普通預金
中山の園地域支援拠点（相談ひこうせ
ん）

― 運転資金として ― ― 9,320,225

本部拠点（立替金返済専用） ― 返済収納用 ― ― 2,270,000
ふたば拠点 ― 運転資金として ― ― 1,980,543
松山荘地域支援拠点（相談まつやま） ― 運転資金として ― ― 38,649
みたけ学園拠点（くれよん） ― 運転資金として ― ― 1,477,328
障害者就業・生活支援事業（しごと
ネットさくら）拠点（就業）

― 運転資金として ― ― 313,398

障害者就業・生活支援事業（しごと
ネットさくら）拠点（生活）

― 運転資金として ― ― 327,184

やさわの園拠点（相談さくら） ― 運転資金として ― ― 317,997
松風園拠点（じゃんぷ） ― 運転資金として ― ― 4,139,246
松山荘地域支援拠点（ちふな） ― 運転資金として ― ― 1,993,438
松山荘地域支援拠点（そら） ― 運転資金として ― ― 1,172,037
やまゆり拠点 ― 利用者負担金振替用 ― ― 4,454,279
やまゆり拠点 ― 運転資金として ― ― 12,094,235
りんどう拠点 ― 運転資金として ― ― 7,479,077
かたくり拠点 ― 運転資金として ― ― 7,672,771
つつじ拠点 ― 運転資金として ― ― 4,740,385
こぶし拠点 ― 利用者負担金振替用 ― ― 350,344
こぶし拠点 ― 運転資金として ― ― 5,955,592
ワークなかやま・就労Ｂ拠点 ― 運転資金として ― ― 22,450,759
中山の園地域支援拠点（共同中山） ― 利用者負担金振替用 ― ― 574,267
中山の園地域支援拠点（共同中山） ― 運転資金として ― ― 1,116,090
中山の園地域支援拠点（共同二戸） ― 運転資金として ― ― 824,135
中山の園地域支援拠点（共同八幡平） ― 運転資金として ― ― 460,313
中山の園地域支援拠点（ひこうせん） ― 運転資金として ― ― 563,621
中山の園地域支援拠点（ひこうせん
いわて）

― 運転資金として ― ― 16,726,570

中山の園地域支援拠点（ふらっと） ― 運転資金として ― ― 17,278,542
中山の園地域支援拠点（相談支援　中
山の園）

― 運転資金として ― ― 4,973,392

中山の園拠点 ― 運転資金として ― ― 6,222,787
社会福祉研修事業拠点 ― 運転資金として ― ― 21,533,837
歩夢拠点 ― 運転資金として ― ― 4,343,154
やさわの園拠点 ― 運転資金として ― ― 3,006,831
和光学園拠点（ステップ） ― 運転資金として ― ― 773,637
いわて子どもの森拠点 ― 運転資金として ― ― 595,440
みたけの園拠点 ― 運転資金として ― ― 5,986,673
法人本部拠点（互助会） ― 運転資金として ― ― 3,481,260
居宅介護支援事業（みたけの郷）拠点 ― 運転資金として ― ― 815,952
みたけの郷デイサービス拠点 ― 運転資金として ― ― 1,270,802
地域生活定着支援センター運営事業拠
点

― 運転資金として ― ― 1,061,744

みたけの園拠点（かんばす） ― 運転資金として ― ― 1,391,105
みたけの園拠点（とれいん） ― 運転資金として ― ― 1,331,599
療育センター・医療型施設拠点 ― 運転資金として ― ― 20,596,904
療育センター・医療型施設拠点（ゆう
ちょ・肢体）

― 利用者負担金振替用 ― ― 806,959

療育センター・医療型施設拠点（ゆう
ちょ・短期）

― 利用者負担金振替用 ― ― 142,373

療育センター・重心通所拠点 ― 運転資金として ― ― 1,011,057
療育センター・重心通所拠点（ゆう
ちょ）

― 利用者負担金振替用 ― ― 88,382

療育センター・障がい者支援拠点 ― 運転資金として ― ― 2,783,422
療育センター・障がい者支援拠点（ゆ
うちょ）

― 利用者負担金振替用 ― ― 852,663

療育センター・相談支援拠点 ― 運転資金として ― ― 17,512,541
226,673,539

定期預金 ― 運転資金として ― ― 140,000,000
事業未収金 ― 3月分自立支援給付費他 ― ― 896,718,887
医薬品 療育センター・医療型施設拠点 ― アイピーディドライシロップ５％他 ― ― 3,261,113
診療・療養費等材料 中山の園診療所拠点 ― アイ浄綿HP他 ― ― 30,277
商品・製品 ワークなかやま・就労Ｂ拠点他 ― 乾燥うどん他 ― ― 119,301
原材料 ワークなかやま・就労Ｂ拠点他 ― おしぼりタオル他 ― ― 538,193
立替金 法人本部拠点他 ― 平成28年度消費税中間納付分他 ― ― 6,555,974
前払金 法人本部拠点他 ― 平成29年度施設賠償責任保険料他 ― ― 3,752,584
前払費用 みたけ学園拠点他 ― 4月分家賃他 ― ― 209,890

その他の流動資産 ―
代位弁済の求償債権に係る次年度回
収予定額

― ― 840,000

2,359,297,636

建物
(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡
一戸町大塚92

2011年度
第二種社会福祉事業である共同生活
事業所に使用している

49,140,000 11,490,570 37,649,430

定期預金 定期預金 岩手銀行県庁支店 ― 基本財産特定預金 10,000,000 0 10,000,000
47,649,430

流動資産合計

2 固定資産
(1) 基本財産

基本財産合計

Ⅰ　資産の部
1 流動資産

小計

小計

小計

財産目録
平成29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



建物
(法人本部拠点)岩手県盛岡市高松3-7-
33

2008年度 法人本部の管理運営に使用している 5,880,000 1,029,000 4,851,000

(法人本部拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2010年度
法人本部の管理運営（職員宿舎）に
使用している

2,210,000 1,344,416 865,584

(法人本部拠点)岩手県盛岡市高松3-7-
33

2012年度 法人本部の管理運営に使用している 636,195 275,682 360,513

(法人本部拠点)岩手県盛岡市高松3-7-
33

2013年度 法人本部の管理運営に使用している 199,500 104,602 94,898

(歩夢拠点)岩手県盛岡市高松3-7-33 2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

1,130,000 527,333 602,667

(歩夢拠点)岩手県盛岡市高松3-7-33 2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

244,254 27,275 216,979

(歩夢拠点)岩手県盛岡市高松3-7-33 2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

216,603 24,186 192,417

(和光学園拠点)岩手県盛岡市南青山町
17-17

2010年度
第二種社会福祉事業である、児童自
立生活援助事業に使用している

9,870,000 3,002,125 6,867,875

(和光学園拠点)岩手県盛岡市南青山町
17-17

2011年度
第二種社会福祉事業である、児童自
立生活援助事業に使用している

4,882,500 1,744,677 3,137,823

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2010年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

981,700 981,699 1

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2010年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

500,000 145,666 354,334

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2010年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

474,568 134,618 339,950

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2012年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

499,957 45,829 454,128

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2014年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

280,800 31,213 249,587

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2016年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

118,260 4,532 113,728

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2016年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

221,400 8,486 212,914

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2016年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

108,108 3,729 104,379

(みたけ学園拠点)岩手県盛岡市みたけ
3-38-9

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害児
通所支援事業所（放課後等デイサー
ビス等）に使用している

9,231,600 2,583,305 6,648,295

(みたけ学園拠点)岩手県盛岡市みたけ
3-38-51

2013年度
第二種社会福祉事業である、障害児
通所支援事業所（放課後等デイサー
ビス）に使用している

15,750,000 2,793,000 12,957,000

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2010年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

899,430 251,685 647,745

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2016年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

453,600 10,432 443,168

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市牧野林
895-10

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

987,000 310,247 676,753

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市牧野林
895-10

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

615,300 181,610 433,690

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口
382-5

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

161,175 121,844 39,331

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口
382-5

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

193,935 144,800 49,135

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口
294-19

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

133,350 94,588 38,762

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市鵜飼狐
洞1-417

2011年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

128,352 74,270 54,082

(みたけの園拠点)岩手県盛岡市みたけ
4-14-32

2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

203,070 102,343 100,727

(みたけの園拠点)岩手県盛岡市みたけ
4-14-32

2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

559,650 282,060 277,590

(みたけの園拠点)岩手県盛岡市みたけ
4-14-32

2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

112,350 56,623 55,727

(みたけの郷デイサービス・通所介護拠
点)岩手県滝沢市穴口456-9

2014年度
第二種社会福祉事業である、老人
デーサービス事業所に使用している

6,242,400 844,803 5,397,597

(好地荘拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中
寺林7-46-3

2013年度
第一種社会福祉事業である、救護施
設に使用している

598,500 50,473 548,027

(好地荘拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中
寺林7-46-3

2014年度
第一種社会福祉事業である、救護施
設に使用している

993,600 351,900 641,700

(好地荘拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中
寺林7-46-3

2014年度
第一種社会福祉事業である、救護施
設に使用している

372,600 56,169 316,431

(やまゆり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2008年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

615,300 379,228 236,072

(やまゆり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2013年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

390,600 85,052 305,548

(やまゆり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

529,200 57,330 471,870

(やまゆり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

436,637 31,691 404,946

(やまゆり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

500,213 35,973 464,240

(りんどう拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2011年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

955,500 220,720 734,780

(りんどう拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

604,800 53,121 551,679

(りんどう拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

436,637 31,691 404,946

(りんどう拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

448,000 32,517 415,483

(りんどう拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

500,210 35,973 464,237

(かたくり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2011年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

568,000 129,220 438,780

(かたくり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

299,452 9,331 290,121

(かたくり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

430,245 31,228 399,017

(かたくり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

473,363 34,357 439,006

(かたくり拠点)岩手県二戸郡一戸町中
山字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

500,210 35,973 464,237

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2012年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

330,540 193,006 137,534

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2014年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

462,834 84,235 378,599

(2) その他の固定資産



(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2014年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

650,538 118,397 532,141

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山 2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

619,985 21,595 598,390

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

810,000 60,480 749,520

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

430,245 31,228 399,017

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

473,363 34,357 439,006

(つつじ拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

500,210 35,973 464,237

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

955,000 311,170 643,830

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2011年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

460,000 98,210 361,790

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

990,000 173,250 816,750

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

760,000 133,000 627,000

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2013年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

312,900 64,639 248,261

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2014年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

5,924,880 1,078,326 4,846,554

(ふたば・生活介護拠点)岩手県二戸郡
一戸町中山字軽井沢139-1

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

702,000 199,134 502,866

(こぶし拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2009年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

728,700 564,742 163,958

(こぶし拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139－1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

437,347 31,743 405,604

(こぶし拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

473,363 34,357 439,006

(こぶし拠点)岩手県二戸郡一戸町中山
字軽井沢139-1

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

375,157 26,979 348,178

(ワークなかやま・就労Ｂ拠点)岩手県
二戸郡一戸町中山字軽井沢139-1

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

885,600 64,279 821,321

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡
一戸町大塚233-15

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

726,457 673,727 52,730

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡
一戸町233-15

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

196,519 26,611 169,908

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡
一戸町大塚233-5

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

196,519 26,611 169,908

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡
一戸町大塚233-5

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

196,519 26,611 169,908

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸郡
一戸町大塚90-2

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

342,483 46,377 296,106

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸市
福岡城ノ外4-1

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

309,750 287,262 22,488

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸市
金田一字下平道ノ上10-1

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

169,857 23,001 146,856

(中山の園地域支援拠点)岩手県二戸市
金田一字下平道ノ上10-1

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

312,903 42,371 270,532

(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平
市大更25-121-6

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

247,800 247,799 1

(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平
市大更21-10-5

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

156,450 127,166 29,284

(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平
市大更25-149

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

240,767 32,602 208,165

(中山の園地域支援拠点)岩手県八幡平
市大更25-121-6

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

237,673 32,184 205,489

(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡
岩手町五日市9-51-8

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

1,517,250 1,343,396 173,854

(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡
岩手町五日市9-51-8

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

3,680,250 1,094,870 2,585,380

(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡
岩手町五日市9-51-8

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

100,800 68,674 32,126

(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡
岩手町五日市9-51-8

2011年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

1,627,500 181,737 1,445,763

(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡
岩手町五日市9-51-8

2013年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

2,236,500 574,405 1,662,095

(中山の園地域支援拠点)岩手県岩手郡
岩手町五日市9-51-8

2009年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

2,257,500 671,606 1,585,894

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
143

2013年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

682,500 255,937 426,563

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
143

2015年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

129,600 17,280 112,320

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
164-1

2008年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

997,500 831,250 166,250

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
164-1

2013年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

7,350,000 1,764,612 5,585,388

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
164-1

2013年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

189,000 45,375 143,625

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
164-1

2013年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

140,647 50,396 90,251

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松7-
164-1

2015年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（通所）に使用し
ている

2,052,000 229,140 1,822,860



(やさわの園拠点)岩手県花巻市上諏訪
300

2008年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

4,200,000 1,697,500 2,502,500

(やさわの園拠点)岩手県花巻市下幅4-
11

2010年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

867,300 534,835 332,465

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高木20-
200-357

2011年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

1,459,500 839,212 620,288

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高木20-
200-357

2014年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

3,024,000 787,500 2,236,500

(やさわの園拠点)岩手県花巻市高松5-
51

2014年度
第二種社会福祉事業である、障害児
通所支援事業所（放課後等デイサー
ビス）に使用している

8,622,000 1,796,250 6,825,750

(松風園拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中
寺林7-46-3

2009年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

997,500 789,687 207,813

(松風園拠点）岩手県花巻市星が丘1-
38-25

2012年度
第二種社会福祉事業である、障害福
祉サービス事業所（共同生活）に使
用している

210,000 120,312 89,688

(松風園拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中
寺林7-46-3

2012年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

966,000 269,675 696,325

(松風園拠点)岩手県花巻市石鳥谷町中
寺林7-46-3

2012年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

376,950 31,600 345,350

(療育センター・医療型施設拠点)岩手
県盛岡市手代森6-10-6

2011年度
第二種社会福祉事業である、障害児
通所支援事業所（児童発達支援）に
使用している

6,302,495 832,975 5,469,520

(療育センター・医療型施設拠点)岩手
県盛岡市手代森6-10-6

2011年度
第二種社会福祉事業である、障害児
通所支援事業所（児童発達支援）に
使用している

670,555 88,622 581,933

(療育センター・障がい者支援部拠点)
岩手県盛岡市手代森6-10-6

2014年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

1,490,400 80,729 1,409,671

(みたけ学園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2016年度
第一種社会福祉事業である、障害児
入所施設に使用している

873,376 3,347 870,029

(みたけの園拠点)岩手県滝沢市穴口
203-4

2016年度
第一種社会福祉事業である、障害者
支援施設に使用している

926,875 7,106 919,769

109,434,406

構築物
車庫（カーポート）GL-140L－2型　他
28件

― 施設運営等 17,337,789 5,293,033 12,044,756

機械及び装置 火災通報装置　他7件 ― 施設運営等 3,907,434 2,591,168 1,316,266

車輌運搬具
小型乗用自動車（ニッサン、セレナ）
他59件

― 利用者送迎用等 91,131,577 70,543,715 20,587,862

器具及び備品 金庫　他529件 ― 施設運営等 251,949,982 154,564,962 97,481,572
有形リース資産 福祉の森端末等　他32件 ― 利用者支援記録等 30,301,997 20,402,751 9,899,246
権利 ケアホームくるみ ― 水道口径増設加入金 336,960 22,576 314,384
ソフトウェア 預り金管理システム　他6件 ― 利用者預り金管理等 3,838,800 3,838,800 0
無形リース資産 福祉の森ソフト等　他43件 ― 利用者支援記録等 33,890,477 21,058,531 12,831,946

退職給付引当資産 全事協退職年金共済 ―
全事協の実施する年金共済制度に加
入している職員に係る掛金納付額を
預け金として計上しているもの

― ― 255,261,723

県社協退職共済 ―
県社協の実施する年金共済制度に加
入している職員に係る掛金納付額を
預け金として計上しているもの

― ― 194,897,598

退職給付引当預金分（大和ネクスト銀
行他3件）

―
事業団退職給付引当金の支払いに備
えて積立をしている

― ― 42,261,603

492,420,924

人件費積立資産 定期預金 岩手銀行県庁支店他 ―
職員の給与等、施設運営における職
員の処遇に必要な経費として積み立
てている定期預金

― ― 513,559,397

工賃変動積立資産 定期預金 岩手銀行一戸支店 ―
将来の一定の工賃水準を下回る工賃
の補填に備え積み立てている定期預
金

― ― 700,000

設備等整備積立資産 定期預金 岩手銀行県庁支店 ―
設備及び機械器具等備品の整備のた
めに積み立てている定期預金

― ― 1,000,000

職員宿舎修繕積立資産 定期預金 大和ネクスト銀行他 ―
職員宿舎の整備のために積み立てて
いる定期預金

― ― 36,659,000

定期預金 岩手銀行県庁支店 ―
療育センターの施設運営において必
要な経費を積み立てている定期預金

― ― 158,883,000

給付金積立資産 定期預金 大和ネクスト銀行他 ―
職員の福利厚生（互助会運営）に必
要な経費として積み立てている定期
預金

― ― 100,000,000

運営費積立資産 定期預金 岩手銀行青山町支店他 ―
各施設の運営において必要な経費を
積み立てている定期預金

― ― 146,571,000

建設積立資産 定期預金 岩手銀行県庁支店 ―
将来におけるグループホーム建替え
に備えて積み立てている定期預金

― ― 10,080,000

差入保証金 敷金　他19件 ― グループホーム敷金 5,908,000 0 5,908,000
長期前払費用 ― 車輌リサイクル預託金他 ― ― 15,810
その他の固定資産 ― 代位弁済の求償債権 12,311,821 0 12,311,821

1,742,019,390
1,789,668,820
4,148,966,456

事業未払金 3月分社会保険料他 ― ― ― 272,626,011

１年以内返済予定リース債務
福祉の森等次年度支払システムリース
料

― ― ― 13,581,369

預り金 講師等所得税 ― ― ― 96,030
職員預り金 社会保険料 ― ― ― 2,192,085

所得税 ― ― ― 4,294,099
住民税 ― ― ― 7,171,700

13,657,884

前受金
被災地児童養護施設支援事業次年度事
業実施分

― ― ― 6,534,000

賞与引当金 6月賞与当期対応分 ― ― ― 149,157,196
455,652,490

リース債務 福祉の森等システムリース料 ― ― ― 9,439,526
退職給付引当金 事業団退職給付引当金他 ― ― ― 492,420,924
長期預り金 敷金保証金等 ― ― ― 79,000

501,939,450
957,591,940
3,191,374,516差引純資産

小計

流動負債合計
2 固定負債

固定負債合計
負債合計

1 流動負債

小計

小計

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

療育センター運営費積立資産


