
（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
現金 手許有高　別紙明細 運転資金として 276,563

        りそな(普)0558732 （本部）りそな銀行小平支店 運転資金として 60,135,411

        東京厚生(普)0111087 （本部）東京厚生信用組合小平支
店

運転資金として 742,899

        りそな(普)3802172 （地域生活支援センターあさやけ）り
そな銀行小平支店

運転資金として 13,950,706

        りそな(普)3673052 （共同ホームこげら）りそな銀行小平
支店

運転資金として 8,964,234

        りそな(普)1357538 （共同ホームつくしんぼ）りそな銀行
小平支店

運転資金として 3,708,636

        りそな(普)4147361 （共同ホームつくしんぼ）りそな銀行
小平支店

運転資金として 4,049,104

        りそな(普)4051423 （共同ホームサンライズ）りそな銀行
小平支店

運転資金として 14,480,914

        りそな(普)0564345 （あさやけ作業所）りそな銀行小平
支店

運転資金として 39,288,476

        りそな(普)0749122 （あさやけ作業所）りそな銀行小平
支店

運転資金として 884,721

        りそな(普)3952423 （あさやけ風の作業所）りそな銀行
小平支店

運転資金として 61,896,348

        りそな(普)3953793 （あさやけ風の作業所）りそな銀行
小平支店

運転資金として 2,906,043

        りそな(普)0750805 （あさやけ鷹の台作業所）りそな銀
行小平支店

運転資金として 48,020,412

        りそな(普)0745048 （あさやけ第二作業所）りそな銀行
小平支店

運転資金として 34,409,136

        りそな(普)4107373 （サングリーン）りそな銀行小平支店 運転資金として 16,035,744

        りそな(当)0108352 （あさやけ作業所）りそな銀行小平
支店

運転資金として 299,629

        りそな(普）4151264 （共同ホーム一歩）りそな銀行小平
支店

運転資金として 9,549,618

        JA東京むさし(普）0043909 （あさやけ第二作業所）JA東京むさ
し小平支店

運転資金として 7,489,886

        JA東京むさし(普）0023030 （サングリーン）JA東京むさしたかの
台支店

運転資金として 744,469

小計 327,832,949

有価証券
小計 0

事業未収金 東京都国民健康保険連合会ほか
別紙明細 自立支援給付費2～3月分等 84,297,065

小計 84,297,065

未収金
小計 0

未収補助金 小平市ほか　別紙明細 小平市日中活動サービス推進補助金等 1,370,187

小計 1,370,187

未収収益
小計 0

受取手形
小計 0

貯蔵品
小計 0

医薬品
小計 0

診療・療養費等材料
小計 0

給食用材料
小計 0

商品・製品 就労支援事業商品等　別紙明細 就労支援事業による商品在庫 420,506

小計 420,506

仕掛品
小計 0

原材料 就労支援事業原材料等　別紙明細 就労支援事業に使用する原材料 763,640

小計 763,640

立替金 職員等　別紙明細 育休職員住民税等 41,224

小計 41,224

前払金 東村山税務署ほか　別紙明細 年末調整精算金等 43,350

小計 43,350

前払費用 ホーム家主様ほか　別紙明細 建物賃借料4月分前払等 4,121,944

小計 4,121,944

１年以内回収予定長期貸付金
小計 0

短期貸付金
小計 0

仮払金 行事経費　別紙明細 運転資金として 93,811

小計 93,811

その他の流動資産
小計 0

徴収不能引当金
小計 0

0 0 418,984,676

土地 小平市小川町2－1159 第二種社会福祉事業あさやけ作業所に使 56,721,701

土地 小平市中島町8－7～9 第二種社会福祉事業あさやけ風の作業所に
使用 232,947,013

小計 289,668,714

建物 あさやけ作業所本体　小平市小川町
２－１１５９ 1978年度 第二種社会福祉事業あさやけ作業所に使

用 63,798,820 47,645,520 16,153,300

建物 あさやけ作業所第二作業所本体　小
平市小川町２－１１５９ 1984年度 第二種社会福祉事業あさやけ第二作業所

に使用 27,710,000 27,709,000 1,000

建物 あさやけ作業所新館　小平市小川町
２－１１５９ 1991年度 第二種社会福祉事業あさやけ作業所に使

用 73,954,367 41,068,292 32,886,075

建物 あさやけ風の作業所　小平市中島町
３－８ 2003年度 第二種社会福祉事業あさやけ風の作業所に

使用 151,057,000 39,049,844 112,007,156

小計 161,047,531

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

貸借対照表科目

平成29年3月31日現在

流動資産合計
　２　固定資産
　（１）　基本財産
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（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

平成29年3月31日現在

定期預金 りそな銀行小平支店定期預金 基本金として 1,000,000

小計 1,000,000

投資有価証券
小計 0

316,520,187 155,472,656 451,716,245

土地
小計 0

建物 共同ホームこげら防音設備 2013年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業共同ホームこげらで使用している

1,984,500 507,150 1,477,350

建物 共同ホームはやぶさ建物 2014年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業共同ホームはやぶさに使用している

8,080,872 2,020,220 6,060,652

建物 あさやけ作業所排水設備 1978年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

830,000 829,000 1,000

建物 あさやけ作業所エレベーター 1978年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

13,775,000 13,774,000 1,000

建物 あさやけ作業所冷暖房設備 1978年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

4,000,000 3,999,000 1,000

建物 あさやけ作業所給水設備 1978年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

2,300,000 2,299,000 1,000

建物 あさやけ作業所電気設備 1978年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

6,487,000 6,486,000 1,000

建物 あさやけ作業所避難設備 1978年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

546,930 545,930 1,000

建物 あさやけ作業所作業室改修 2011年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

22,680,000 8,946,000 13,734,000

建物 あさやけ風の作業所庇設備 2016年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ風の作業所に使用している

176,364 6,532 169,832

建物 あさやけ風の作業所雪止め設置 2016年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ風の作業所に使用している

496,627 18,394 478,233

建物 あさやけ風の作業所冷暖房設備 2003年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ風の作業所に使用している

16,300,000 13,203,000 3,097,000

建物 あさやけ風の作業所昇降機 2003年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ風の作業所に使用している

5,400,000 3,859,421 1,540,579

建物 あさやけ鷹の台作業所建物改修 2013年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ鷹の台作業所で使用

4,501,257 925,259 3,575,998

建物 あさやけ鷹の台作業所給排水設備 2013年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ鷹の台作業所で使用

1,243,276 255,566 987,710

建物 あさやけ鷹の台作業所空調設備 2013年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ鷹の台作業所で使用

859,967 203,969 655,998

建物 あさやけ鷹の台作業所建物改修 2013年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ鷹の台作業所で使用

847,140 174,135 673,005

建物 あさやけ鷹の台作業所洗濯機置き場改修 2013年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ鷹の台作業所で使用

252,000 51,800 200,200

建物 共同ホーム一歩空調設備 2016年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業共同ホーム一歩に使用している

7,020,000 156,000 6,864,000

建物 共同ホーム一歩浴室設備 2014年度 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業共同ホーム一歩に使用している

5,262,500 818,613 4,443,887

小計 43,964,444

構築物 あさやけ風の作業所外構・造園 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ風の作業所に使用している

4,150,000 1,680,750 2,469,250

構築物 あさやけ作業所庇設備 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業あさやけ作業所に使用している

1,296,000 120,000 1,176,000

小計 3,645,250

機械及び装置 チラシセット用丁合機
（あさやけ第二作業所）

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

2,943,000 385,393 2,557,607

機械及び装置 自動紙折り機
（サングリーン）

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

582,120 88,200 493,920

機械及び装置 サンG結束機
（サングリーン）

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

518,400 47,520 470,880

機械及び装置 ボイラー
（サングリーン）

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,887,480 1,275,797 611,683

機械及び装置 軟水機
（サングリーン）

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

361,620 244,429 117,191

小計 4,251,281

車輌運搬具 ダイハツ　ワゴンR 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,150,000 1,149,000 1,000

車輌運搬具 日産キャラバン 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,999,560 1,998,560 1,000

車輌運搬具 日産キャラバン（日本財団） 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

2,630,000 1,139,667 1,490,333

車輌運搬具 TOYOTAハイエース 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

3,366,985 3,365,985 1,000

車輌運搬具 TOYOTAハイエース 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

3,095,250 3,094,250 1,000

車輌運搬具 TOYOTAハイエースウェルキャブ 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

3,302,000 3,301,000 1,000

車輌運搬具 日産キャラバン（日本財団） 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

3,068,000 596,557 2,471,443

車輌運搬具 日産NV350キャラバン 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

2,229,826 743,276 1,486,550

車輌運搬具 三菱キャンター 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

3,255,000 3,254,000 1,000

車輌運搬具 スズキエブリィ 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

975,710 670,802 304,908

車輌運搬具 三菱デリカ 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

2,200,000 2,199,000 1,000

車輌運搬具 ホンダ　NBOX 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,255,358 523,067 732,291

車輌運搬具 TOYOTAノア 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

2,041,200 2,040,200 1,000

小計 6,493,525

器具及び備品 デスクトップPCほか（本部） 　別紙
明細

法人事務に使用
1,818,672 1,629,476 189,196

器具及び備品 ノートパソコンほか（地域生活支援セ
ンターあさやけ）　別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

953,107 802,878 150,229

基本財産合計
　（２）　その他の固定資産
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（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

平成29年3月31日現在

器具及び備品 ガス乾燥機ほか（共同ホームこげら）
別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

881,255 480,203 401,052

器具及び備品 エアコンほか（共同ホームつくしんぼ）
別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,394,425 1,116,735 277,690

器具及び備品 テレビほか（共同ホームつくしんぼ）
別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

364,392 188,318 176,074

器具及び備品 テレビほか（共同ホームサンライズ）
別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

550,210 393,365 156,845

器具及び備品 インターロックミシンほか（あさやけ作業
所）　別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

14,352,532 11,868,715 2,483,817

器具及び備品 車椅子体重計ほか（あさやけ風の作
業所）　別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

14,675,020 12,833,784 1,841,236

器具及び備品 封緘機ほか（あさやけ鷹の台作業
所）　別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

5,325,600 5,284,417 41,183

器具及び備品 FujitsuデスクトップPCほか（あさやけ
第二作業所）　別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,562,079 1,322,441 239,638

器具及び備品 直線縫自動糸切りミシンほか（サング
リーン）　別紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

4,396,263 4,139,832 256,431

器具及び備品 洗濯機ほか（共同ホーム一歩）　別
紙明細

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

1,851,944 934,669 917,275

小計 7,130,666

建設仮勘定
小平市小川東町5－2063－6 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ

ス事業共同ホームつくしんぼユニット「共同ホー
ムさらさ」に使用予定

18,576,000 0 18,576,000

建設仮勘定
小平市小川東町5－2063－6 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ

ス事業共同ホームつくしんぼユニット「共同ホー
ムさらさ」に使用予定

18,576,540 0 18,576,540

建設仮勘定
小平市小川東町5－2063－6 第二種社会福祉事業である障害福祉サービ

ス事業共同ホームつくしんぼユニット「共同ホー
ムさらさ」に使用予定

39,000,000 0 39,000,000

小計 76,152,540

有形リース資産 TOYOTAVOXYリース（車両運搬
具）

第二種社会福祉事業である障害福祉サービ
ス事業に供する

3,000,000 200,000 2,800,000

小計 2,800,000

権利 共同ホームつくしんぼほか　別紙明細 電話権利等 2,207,241 0 2,207,241

小計 2,207,241

ソフトウェア 0

小計 0

無形リース資産 0

小計 0

投資有価証券 東京厚生信用組合 東京厚生信用組合出資金 100,000

小計 100,000

長期貸付金
小計 0

退職給付引当資産
小計 0

長期預り金積立資産
小計 0

その他の積立資産 りそな銀行小平支店普通預金 将来における人件費等の目的のために積み
立てている普通預金

1,511,387

りそな銀行小平支店定期預金 将来における施設整備等の目的のために積
み立てている定期預金等

32,485,972

りそな銀行小平支店普通預金 将来における施設整備等の目的のために積
み立てている普通預金

41,000,000

りそな銀行小平支店普通預金 将来における施設整備等の目的のために積
み立てている普通預金

10,000,000

りそな銀行小平支店普通預金 将来における施設整備等の目的のために積
み立てている普通預金

30,000,000

小計 114,997,359

差入保証金
小計 0

長期前払費用
小計 0

その他の固定資産 あさやけ作業所ほか　別紙明細 車両購入時リサイクル預託金等 225,780

小計 225,780

274,836,222 128,191,275 261,968,086

591,356,409 283,663,931 713,684,331

591,356,409 283,663,931 1,132,669,007

短期運営資金借入金
小計 0

事業未払金 3月分諸経費等　別紙明細 14,777,862

小計 14,777,862

その他の未払金
小計 0

支払手形
小計 0

役員等短期借入金
小計 0

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 1,800,000

小計 1,800,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金
小計 0

１年以内返済予定リース債務 トヨタレンタリース 600,000

小計 600,000

１年以内返済予定役員等長期借入金
小計 0

１年以内支払予定長期未払金
小計 0

未払費用
小計 0

預り金 利用者ほか　別紙明細 3,426,411

小計 3,426,411

職員預り金 組合費ほか　別紙明細 247,041

小計 247,041

前受金
小計 0

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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（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

平成29年3月31日現在

前受収益 利用者ほか　別紙明細 650,000

小計 650,000

仮受金
小計 0

賞与引当金
小計 0

その他の流動負債
小計 0

0 0 21,501,314

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 45,200,000

小計 45,200,000

長期運営資金借入金
小計 0

リース債務 トヨタレンタリース 2,200,000

小計 2,200,000

役員等長期借入金
小計 0

退職給付引当金
小計 0

長期未払金
小計 0

長期預り金
小計 0

その他の固定負債
小計 0

0 0 47,400,000

0 0 68,901,314

591,356,409 283,663,931 1,063,767,693

（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。
・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、各資産及び各負債の使用目的を
　簡潔に記載すること。
・｢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こと。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

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
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