
社会福祉法人二王子会

（単位:円）

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

現金預金
小口現金/現金手許有高 法人本部 運転資金として 45,310

第四北越銀行/新発田支店（普） 法人本部 運転資金として 13,618,818

大光銀行/新発田支店（普） 法人本部 運転資金として 5,858,051

大光銀行/新発田支店（定） 法人本部 運転資金として 745,000

小口現金/現金手許有高 二の丸 運転資金として 7,410

第四北越銀行/新発田支店（普） 二の丸 運転資金として 234,769,670

大光銀行/新発田支店（普） 二の丸 運転資金として 12,799,665

ゆうちょ銀行/一二八（通） 二の丸 運転資金として 772,551

新発田信用金庫/本店（普） 二の丸 運転資金として 14,762,434

第四北越銀行/新発田中央支店（定） 二の丸 運転資金として 6,892,860

新発田信用金庫/本店（定） 二の丸 運転資金として 50,000,000

第四北越銀行/新発田支店（定） 二の丸 運転資金として 6,750,000

大光銀行/新発田支店（定） 二の丸 運転資金として 100,000,000

小口現金/現金手許有高 とっさか 運転資金として 43,341

第四北越銀行/中条中央支店（普） とっさか 運転資金として 53,805,298

大光銀行/中条支店（普） とっさか 運転資金として 104,361,938

ゆうちょ銀行（振） とっさか 運転資金として 2,462,402

大光銀行/中条支店（普） とっさか 運転資金として 27,003,057

小口現金/現金手許有高 つきおかの里 運転資金として 41,420

第四北越銀行/新発田支店（普） つきおかの里 運転資金として 51,343,279

JA北越後/豊浦支店（普） つきおかの里 運転資金として 7,700,993

ゆうちょ銀行/一二八（通） つきおかの里 運転資金として 7,021,112

ゆうちょ銀行（振） つきおかの里 運転資金として 10,288,885

大光銀行/新発田支店（普） つきおかの里 運転資金として 103,364,271

大光銀行/新発田支店（普） つきおかの里 運転資金として 745,000

大光銀行/新発田支店（定） つきおかの里 運転資金として 3,500,000

第四北越銀行/新発田支店（普） 新発田西地域 運転資金として 967,742

小計 819,670,507

事業未収金 法人本部 社福軽減助成金 789,000

事業未収金 二の丸 2～3月分介護報酬等 64,458,167

事業未収金 とっさか 2～3月分介護報酬等 75,473,080

事業未収金 つきおかの里 2～3月分介護報酬等 70,995,523

事業未収金 新発田西地域 2～3月分介護報酬等 1,785,420

小計 213,501,190

貯蔵品 新発田西地域 商品券 6,000

立替金 つきおかの里 2月分健康保険料他 4,662

前払費用 法人本部 給与大臣保守料 77,760

前払費用 二の丸 火災保険料等 247,924

前払費用 とっさか 火災保険料等 710,965

前払費用 つきおかの里 火災保険料等 347,998

小計 1,384,647

１年以内回収予定⾧期貸付金 法人本部 喀痰吸引等受講料支援 20,735

0 0 1,034,587,741

土地 二の丸　　　新発田市大手町4-5-29
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホーム二の丸等に使用している。

255,700,000

土地 とっさか　　　胎内市西本町11-27
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホームとっさか等に使用している。

100,490,000

小計 356,190,000

建物 二の丸　　　新発田市大手町4-5-29 1984年度
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホーム二の丸等に使用している。

660,154,600 604,131,295 56,023,305

建物 とっさか　　　胎内市西本町11-27 1991年度
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホームとっさか等に使用している。

1,016,277,755 814,670,045 201,607,710

建物
つきおかの里　　　新発田市本田壬
393-1

1996年度
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホームつきおかの里等に使用している。

1,899,493,042 1,448,280,603 451,212,439

小計 708,843,454

定期預金
法人本部　　第四北越銀行新発田支
店

定款に記載された基本財産 1,000,000

3,575,925,397 2,867,081,943 1,066,033,454

建物 二の丸　　　新発田市大手町4-5-29 1984年度
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホーム二の丸等に使用している。

20,865,410 12,770,243 8,095,167

建物 とっさか　　　胎内市西本町11-27 1991年度
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホームとっさか等に使用している。

188,031,807 117,082,240 70,949,567

建物
つきおかの里　　　新発田市本田壬
393-1

1996年度
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホームつきおかの里等に使用している。

122,906,530 72,483,575 50,422,955

小計 129,467,689

構築物 つきおかの里
第1種社会福祉事業である、特別養護老人
ホームつきおかの里等に使用している。

3,835,800 3,835,794 6

車輌運搬具 二の丸　　ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他計3台 利用者送迎用等 6,995,993 4,924,879 2,071,114

車輌運搬具 とっさか　　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他計9台 利用者送迎用等 22,028,795 18,194,352 3,834,443

車輌運搬具 つきおかの里　　日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他計10 利用者送迎用等 22,043,712 22,043,702 10

小計 5,905,567

器具及び備品 二の丸　　ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ他 事業用 77,058,582 70,472,206 6,586,376

器具及び備品 とっさか　　ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ他 事業用 105,077,925 96,767,178 8,310,747

器具及び備品 つきおかの里　　ﾌﾙﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞｷｬﾘｰ他 事業用 107,340,270 96,574,430 10,765,840

小計 25,662,963

建設仮勘定 二の丸 二の丸（上館）移転用 88,000,000 0 88,000,000

有形リース資産 二の丸　　防炎カーテン 事業用 6,202,800 4,200,800 2,002,000

有形リース資産 つきおかの里　防炎カーテン 事業用 3,758,400 3,507,840 250,560

小計 2,252,560

ソフトウェア 法人本部　　応研　給与大臣 事業用 1,655,280 1,321,419 333,861

ソフトウェア 二の丸　　ND　ほのぼのNEXT他 事業用 4,322,590 2,006,123 2,316,467

ソフトウェア とっさか　　ND　ほのぼのNEXT他 事業用 6,399,757 3,744,109 2,655,648

ソフトウェア つきおかの里　　ND　ほのぼのNEXT 事業用 5,807,174 2,957,812 2,849,362

小計 8,155,338

⾧期貸付金 法人本部 喀痰吸引等研修受講料の貸付 119,747

退職給付引当資産 二の丸 退職給付引当金 12,823,500

退職給付引当資産 とっさか 退職給付引当金 20,341,500

退職給付引当資産 つきおかの里 退職給付引当金 20,457,000

退職給付引当資産 新発田西地域 退職給付引当金 1,242,000

小計 54,864,000

流動資産合計
　２　固定資産
　（１）　基本財産

基本財産合計
　（２）　その他の固定資産

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

貸借対照表科目

令和4年3月31日現在
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社会福祉法人二王子会

（単位:円）

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

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

貸借対照表科目

令和4年3月31日現在

移行時特別積立資産 二の丸　　第四北越銀行新発田支店 施設整備用の介護保険移行時の繰越金 188,773,487

備品等購入積立資産 つきおかの里　　大光銀行新発田支店
将来における備品購入の目的のために積立て
ている預金

10,000,000

施設整備積立資産
法人本部　　第四北越銀行新発田支
店

将来における施設整備の目的のために積立て
ている預金

25,000,000

法人本部　　大光銀行新発田支店
将来における施設整備の目的のために積立て
ている預金

202,000,000

二の丸　　第四北越銀行新発田支店
将来における施設整備の目的のために積立て
ている預金

12,000,000

二の丸　　大光銀行新発田支店
将来における施設整備の目的のために積立て
ている預金

5,000,000

とっさか　　大光銀行中条支店
将来における施設整備の目的のために積立て
ている預金

3,000,000

つきおかの里　　大光銀行新発田支店
将来における施設整備の目的のために積立て
ている預金

40,000,000

小計 287,000,000

車輌整備積立資産 つきおかの里　　大光銀行新発田支店
将来における車輌整備の目的のために積立て
ている預金

3,263,630

その他の固定資産 二の丸　　観音像他 事業用 3

その他の固定資産 とっさか　　記念樹やまぼうし他 事業用 3

小計 6

792,330,825 532,886,702 803,464,993

4,368,256,222 3,399,968,645 1,869,498,447

4,368,256,222 3,399,968,645 2,904,086,188

事業未払金 法人本部　　3月分役員報酬他 122,765

事業未払金 二の丸　　3月分給与他 30,602,506

事業未払金 とっさか　　3月分給与他 40,983,112

事業未払金 つきおかの里　　3月分給与他 39,606,799

事業未払金 新発田西地域　　3月分給与他 2,427,317

小計 113,742,499

その他の未払金
二の丸　　移転建築工事管理業務委
託料

26,400,000

１年以内返済予定リース債務 二の丸　　防炎カーテン リース料 1,716,000

１年以内返済予定リース債務 つきおかの里　　防炎カーテンリース料 250,560

小計 1,966,560

預り金 法人本部　　3月分自動車保険料他 114,240

預り金
二の丸　　3月分振込手数料相手負
担分

3,025

預り金
とっさか　　3月分振込手数料相手負
担分他

50,885

預り金
つきおかの里　　3月分振込手数料相
手負担分他

28,553

預り金
新発田西地域　　運営事業委託料返
還分

476,730

小計 673,433

職員預り金 法人本部　　3月分雇用保険料他 322,256

職員預り金 法人本部　　3月分源泉所得税他 1,055,678

職員預り金 法人本部　　3月分住民税他 2,426,200

職員預り金 とっさか　　3月分住民税他 15,000

職員預り金 二の丸　　3月分退職積立他 82,500

職員預り金 とっさか　　3月分退職積立他 112,500

職員預り金 つきおかの里　　3月分退職積立他 111,000

小計 4,125,134

賞与引当金 二の丸　　賞与引当金 13,200,000

賞与引当金 とっさか　　賞与引当金 14,000,000

賞与引当金 つきおかの里　　賞与引当金 14,400,000

小計 41,600,000

0 0 188,507,626

リース債務 二の丸　　防炎カーテン リース料 286,000

退職給付引当金 二の丸　　退職給付引当金 12,823,500

退職給付引当金 とっさか　　退職給付引当金 20,341,500

退職給付引当金 つきおかの里　　退職給付引当金 20,457,000

退職給付引当金 新発田西地域　　退職給付引当金 1,242,000

小計 54,864,000

0 0 55,150,000

0 0 243,657,626

4,368,256,222 3,399,968,645 2,660,428,562

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

流動負債合計
　２　固定負債

固定負債合計
負債合計

差引純資産

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
　１　流動負債
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