
財　  産　  目　  録
平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人名   社会福祉法人　薄光会            

別紙４

(単位：円)

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
      現金預金
          現金 現金手許残高 ― 運転資金として ― ―     1,213,272
          預貯金 千葉銀行湊支店他 ― 運転資金として ― ―   169,414,476

      小計   170,627,748
      事業未収金 ― ２月、３月分介護給付費等 ― ―   196,225,969
      未収補助金 ― グループホーム等運営費補助金、借入金利息補助金 ― ―     2,281,013
      立替金 ― 職員社会保険料立替分、利用者散髪代他 ― ―       279,742
      前払金 ― トイレ改修工事代金 ― ―     1,000,000
      前払費用 ― ソフトウェア保守サービス料、火災保険料、礼金 ― ―       486,196

        流動資産合計   370,900,668
 2　固定資産
  (1) 基本財産
      土地 （太陽のしずく拠点）富津市湊1070-3 ― 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に ― ―    15,000,000

　　　　　　　　　　　　　　　　1,258.74㎡ 使用している
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3525-1 ― 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ― ―     3,100,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　234.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3525-2 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　104.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3526-1 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　1.031.36㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3527-1 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　147.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3527-3 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　119.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3527-4 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　 42.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3527-6 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　                                  3.27㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3516-1 ― 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ― ―     2,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　568.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3536-1 ― 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し ― ―     1,600,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　231.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3536-3 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　112.00㎡ ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡字春地畑3535-4 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し
　　　　　　　　　　　　　　　　　 85.00㎡ ている
（三芳光陽園拠点）南房総市上堀字籠田281-1 ― 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使 ― ―    74,642,240
　　　　　　　　　　　　　　　　 2816.58㎡ 用している
（三芳光陽園拠点）南房総市上堀字籠田280-1 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使
                                 1497.85㎡ 用している
（三芳光陽園拠点）南房総市上堀字籠田282-2 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使
                                  883.36㎡ 用している
（三芳光陽園拠点）南房総市上堀字籠田282-1 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使
                                 1919.00㎡ 用している
（三芳光陽園拠点）南房総市上堀字籠田282-3 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使
                                  146.00㎡ 用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1284-1 ― 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に ― ―    55,450,808
                    1286合併　　1,259.50㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1287-1 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
　　　　　　　　　　　　　　　　　152.84㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1288-1 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
　 　　　　　　　　　　　　　　　 411.09㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1291-6 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
　                                 39.63㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1296 1298合併 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
　　　　　　　　　　　　　　　　　175.20㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1297 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
                                  965.28㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1299 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
　　　　                          396.69㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1300 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
                                   66.11㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1282 ― 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に ― ―     3,500,000
                                  922.00㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1284-2 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
                                   19.00㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1301 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
　                                148.00㎡ 使用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1285 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
                                   82.00㎡ 使用している
(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字日ノ谷934-18 ― 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に ― ―    59,914,136
                                5,308.53㎡ 使用している
(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字万所1004-1 ― 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に ― ―     1,320,000
                                  162.00㎡ 使用している
(湊ひかり学園拠点) 富津市湊字万所1006 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に
                                  485.00㎡ 使用している
（ケアホームCOCO拠点）富津市湊字長町720-7 ― 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に ― ―     8,000,000
                                  326.38㎡ 使用している

      小計   224,527,184
      建物 （太陽のしずく拠点）富津市湊1070-3 2018年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に    18,360,000       483,157    17,876,843

使用ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2014年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し   611,610,097   296,601,970   315,008,127

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3524-1 1983年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し    20,720,000    17,457,015     3,262,985

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2011年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し    14,437,500     7,526,252     6,911,248

ている
（三芳光陽園拠点）南房総市上堀字籠田281-1 1990年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使   570,878,967   366,268,123   204,610,844

用している
（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1288-1 1996年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に   166,836,850   111,688,712    55,148,138

使用ている
(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18 2003年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に   216,623,926   125,505,246    91,118,680

使用している
（ケアホームCOCO拠点）富津市湊字長町720-7 2008年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に    14,490,000     7,299,882     7,190,118

使用している
（ケアホームCOCO拠点）富津市海良字北海道92 2006年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に    15,738,870    15,060,912       677,958

使用している
（ケアホームCOCO拠点）富津市豊岡字堀切3752-1 1997年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に    45,008,862    39,406,439     5,602,423

使用している
（ケアホームCOCO拠点)富津市豊岡字堀切3753-1 1980年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に    13,667,223    12,847,190       820,033

使用している
      小計   708,227,397

      定期預金 千葉信用金庫大佐和支店 ― 基本財産特定預金 ― ―     1,000,000
        基本財産合計   933,754,581

  (2) その他の固定資産
      建物 （太陽のしずく拠点）富津市湊1070-3 2010年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       206,850       206,849             1

使用している



財　  産　  目　  録
平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人名   社会福祉法人　薄光会            

別紙４

(単位：円)

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
（太陽のしずく拠点）富津市湊1070-3 2012年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     2,399,517       663,497     1,736,020

使用している
（太陽のしずく拠点）富津市湊1070-3 2017年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       672,840       104,130       568,710

使用している
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3524-1 1987年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し     9,090,000     9,089,999             1

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2004年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し     2,191,520     1,117,675     1,073,845

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2001年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し       649,942       399,714       250,228

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2013年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し       995,255       829,378       165,877

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2015年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し       270,000        73,500       196,500

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 1997年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し     1,148,450     1,148,449             1

ている
（豊岡光生園拠点）富津市豊岡3535-1 2006年度 第１種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用し       131,460       131,459             1

ている
(三芳光陽園拠点)南房総市上堀字龍田280-1 1993年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使       111,038       111,037             1

用している
(三芳光陽園拠点)南房総市上堀字龍田280-1 1994年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使     4,429,000     4,428,999             1

用している
(三芳光陽園拠点)南房総市上堀字龍田280-1 1994年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使     2,501,940     2,501,939             1

用している
(三芳光陽園拠点)南房総市上堀字龍田280-1 1997年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使     1,968,000     1,967,999             1

用している
用している

（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1288-1 1996年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       176,000       175,999             1
使用している

（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1288-1 1996年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     1,720,950     1,720,949             1
使用している

（鴨川ひかり学園拠点）鴨川市代1288-1 1996年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       944,622       944,621             1
使用している

(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18 2004年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       460,425       460,424             1
使用している

(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18 2012年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     2,490,000     1,009,833     1,480,167
使用している

(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18 2014年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       689,040       410,141       278,899
使用している

(湊ひかり学園拠点) 富津市湊934-18 2013年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に       198,450       146,002        52,448
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市豊岡字堀切3752-1 1984年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     1,499,760     1,499,759             1
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市海良92 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     5,337,080     2,724,134     2,612,946
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市湊720-7 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     5,067,080     2,586,322     2,480,758
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市豊岡3752-1 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     5,950,520     3,037,244     2,913,276
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市豊岡3753-1 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     5,001,640     2,552,920     2,448,720
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市湊515-6 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     4,965,560     2,534,504     2,431,056
使用している

（ケアホームCOCO拠点）富津市湊467-4 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     4,767,920     2,433,625     2,334,295
使用している

（ひなたホームズ拠点）南房総市千倉町南朝夷1175 2015年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     3,956,200     2,019,310     1,936,890
使用している

（ひなたホームズ拠点）南房総市安馬谷2262-44 2017年度 第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に     2,894,400       572,850     2,321,550
使用している
      小計    25,282,198

      構築物 屋外ステージ他23 ― イベント使用他    44,110,564    16,365,653    27,744,911
      機械及び装置 パワーショベル ― 土砂地などの掘削、整地用 ― ―             1
      車輌運搬具 三菱ふそうトラック・バス　マイクロバス他46 ― 利用者送迎等に使用    86,518,316    68,546,359    17,971,957
      器具及び備品 冷凍冷蔵庫他235 ― 利用者支援等   116,564,844   102,353,039    14,211,805
      有形リース資産 １０人乗りワゴン車他4 ― 利用者送迎等に使用    18,402,576     5,708,728    12,693,848
      権利 水道開発負担金他2 ― 水道の使用     2,862,000        51,600     2,810,400
      ソフトウェア 会計ソフト他13 ― 会計用他     4,739,946     4,181,232       558,714
      投資有価証券 千葉信用金庫大佐和支店 ― 出資金 ― ―        30,000
      人件費積立資産 定期預金　千葉銀行湊支店他 ― 将来における人材確保等目的のために積み立てている ― ―     4,500,000

定期預金
      修繕費積立資産 定期預金　JA君津青堀支店他 ― 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期 ― ―    68,800,000

預金
      備品等購入積立資産 定期預金　千葉銀行湊支店他 ― 将来における備品等購入の目的のために積み立てている ― ―    75,780,000

定期預金
      施設整備等積立資産 定期預金　千葉銀行湊支店他 ― 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 ― ―   329,174,000

定期預金
      差入保証金 敷金他30 ― ― ―     4,883,770
      長期前払費用 ソフトウェア保守サービス料、火災保険料、礼金 ― ― ―     1,409,489

        その他の固定資産合計   585,851,093
        固定資産合計 1,519,605,674
          資産合計 1,890,506,342

Ⅱ 負債の部
 1　流動負債
      事業未払金 一般業者等未払金、利用者負担返却金 ― ― ―    64,478,791
      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 ― ― ―    22,900,000
      1年以内返済予定リース債務 SMFLキャピタル他 ― ― ―     3,072,768
      職員預り金 退職職員等社会保険料 ― ― ―       123,425
      賞与引当金 正規職員分 ― ― ―    45,204,500

        流動負債合計   135,779,484
 2　固定負債
      設備資金借入金 （福）千葉県社会福祉協議会 ― ― ―     4,000,000
      リース債務 SMFLキャピタル他 ― ― ―     9,621,080

        固定負債合計    13,621,080
          負債合計   149,400,564

          差引純資産 1,741,105,778


