
Ⅰ．資産の部
１． 流動資産

¥578,144,939
現　　　金 ¥531,540

社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥32,266
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥74,618
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥170,803
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥253,853

普 通 預 金 ¥403,198,900
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部）
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）5158583 ¥15,604,072
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（普通預金）0927860 ¥55,825,357
特別養護老人ホーム清楽苑
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）5128374 ¥27,162,296
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）9235493 ¥22,148,487
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金）1019999 ¥6,841,733
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金）1015490 ¥10,409,688
特別養護老人ホーム第二清楽苑
　　七十七銀行七ヶ浜支店（普通預金）5120284 ¥27,980,948
特別養護老人ホーム多賀城苑
　　七十七銀行高砂支店（普通預金）5257361 ¥32,466,564
特別養護老人ホーム松島長松苑
　　七十七銀行松島支店（普通預金）5258502 ¥23,928,433
　　七十七銀行松島支店（普通預金）9096469 ¥22,161,975
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）9151168 ¥7,240
軽費老人ホーム松島ケアハウス
　　七十七銀行松島支店（普通預金）5260523 ¥550,138
　　七十七銀行松島支店（普通預金）9099913 ¥10,429,239
塩竈市清水沢デイサービスセンター
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）5468833 ¥7,672,131
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金）0974582 ¥2,263,093
利府町青葉台デイサービスセンター
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）5451493 ¥4,374,138
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金）1018414 ¥1,875,547
七ヶ浜町デイサービスセンター
　　杜の都信用金庫七ヶ浜支店（普通預金）0136071 ¥5,025,375
多賀城市高橋デイサービスセンター
　　七十七銀行高砂支店（普通預金）5426057 ¥10,462,702
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金）0211615 ¥19,527,957
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター
　　七十七銀行高砂支店（普通預金）5426073 ¥8,643,975
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金）0211623 ¥5,998,298
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター
　　七十七銀行高砂支店（普通預金）5426081 ¥6,555,788
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金）0222656 ¥12,901,269
松島町長松園デイサービスセンター
　　七十七銀行松島支店（普通預金）5256321 ¥15,956,911
　　七十七銀行松島支店（普通預金）9096451 ¥25,685,527
千賀の浦居宅介護支援事業所
　　七十七銀行高砂支店（普通預金）5481856 ¥3,102,100
多賀城市西部地域包括支援センター
　　七十七銀行高砂支店（普通預金）5495458 ¥4,988,874
塩竈市西部地区地域包括支援センター
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）5484359 ¥8,581,720
松島長松園居宅介護支援事業所
　　七十七銀行松島支店（普通預金）5308411 ¥1,883,402
アーク・ケア清楽苑
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金）5500605 ¥2,183,923

定 期 預 金 ¥174,414,499
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部）
　　杜の都信用金庫塩釜営業部　0721933 ¥9,007,207
　　杜の都信用金庫塩釜営業部　0457031 ¥400,000
特別養護老人ホーム第二清楽苑
　　七十七銀行七ヶ浜支店　51202842 ¥45,007,292
特別養護老人ホーム多賀城苑
　　七十七銀行高砂支店　52573612 ¥10,000,000
特別養護老人ホーム松島長松苑
　　七十七銀行松島支店　5258502 ¥40,000,000
松島町長松園デイサービスセンター
　　七十七銀行松島支店　52563212 ¥40,000,000
多賀城市高橋デイサービスセンター
　　七十七銀行高砂支店　54260572 ¥20,000,000
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター
　　七十七銀行高砂支店 54260732 ¥10,000,000

財　　産　　目　　録

資産・負債の内訳 金　　　額

現金預金

（平成２６年３月３１日現在） 社会福祉法人千賀の浦福祉会



未　収　金 ¥202,422,276
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥35,142,330
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥33,450,426
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥36,603,626
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥34,639,138
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,731,371
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥6,646,406
利府町青葉台デイサービスセンター ¥7,459,809
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥4,719,863
多賀城市高橋デイサービスセンター ¥11,257,145
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥8,452,382
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥3,314,334
松島町長松園デイサービスセンター ¥9,015,406
千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥2,488,640
松島長松園居宅介護支援事業所 ¥640,440
アーク・ケア清楽苑 ¥2,941,880
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,293,560
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥2,625,520

立　替　金 ¥2,864,611
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥252,004
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥835,083
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥1,129,672
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥573,563
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥30,372
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥43,917

前　払　金 ¥1,961,930
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥20
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥45,851
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥298,468
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥1,334,724
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥23,658
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥18,252
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥107,403
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥88,000
松島町長松園デイサービスセンター ¥45,554

¥785,393,756

資産・負債の内訳 金　　　額

流 動 資 産 合 計



２．固定資産
基本財産

建　　　物 ¥2,021,243,713
¥143,659,300
¥376,564,579
¥579,581,005
¥486,847,619
¥97,071,799
¥53,309,156
¥75,225,541
¥79,943,009
¥60,343,680
¥68,698,025

基本財産特定預金 ¥3,000,000
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部）
　　杜の都信用金庫 塩釜営業部（定期預金）0358948 ¥3,000,000

¥2,024,243,713
その他の固定資産

構　築　物 ¥8,249,556
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥270,160
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥1
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥390,601
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥6,269,977
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,318,817

機械及び装置 ¥32,108,685
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥26,827,421
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥3,177,344
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,103,920

車輌運搬具 ¥4
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥1
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥1
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥1
松島町長松園デイサービスセンター ¥1

器具及び備品 ¥38,394,941
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥9,128,022
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥4,544,736
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥15,337,525
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥3,238,630
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥294,768
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥160,040
利府町青葉台デイサービスセンター ¥25,544
多賀城市高橋デイサービスセンター ¥5,024,769
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥427,854
松島町長松園デイサービスセンター ¥213,053

権　　　利 ¥2,472,672
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥638,400
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥644,952
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥420,000
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥616,440
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥152,880

投資有価証券 ¥10,000
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部）
　　杜の都信用金庫塩釜営業部 ¥10,000

移行時特別積立預金 ¥138,000,000
特別養護老人ホーム第二清楽苑
　　七十七銀行七ヶ浜支店　51202842 ¥68,100,000
特別養護老人ホーム多賀城苑
　　七十七銀行高砂支店　52573611 ¥69,900,000

その他の固定資産 ¥64,727,371
振興会退職手当預け金
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,768,541
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥10,514,389
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥12,144,293
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,995,121
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥692,632
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,189,231
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,700,499
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥3,012,888
多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,406,838
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,685,213
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥2,536,538
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,430,454
千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,415,382
松島長松園居宅介護支援事業所 ¥219,594
アーク・ケア清楽苑 ¥563,256
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,404,841
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥1,047,661

¥283,963,229
¥2,308,206,942
¥3,093,600,698

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字高山25番地3

多賀城市高橋四丁目23番地1

宮城郡松島町根廻字上山王6番地27

宮城郡松島町根廻字上山王6番地27

塩釜市清水沢一丁目1番地13・3番地2

宮城郡七ヶ浜町花渕浜字高山25番地3

多賀城市高橋四丁目23番地1

特別養護老人ホーム多賀城苑

特別養護老人ホーム松島長松苑

軽費老人ホーム松島ケアハウス

資産・負債の内訳

塩竈市清水沢デイサービスセンター

七ヶ浜町デイサービスセンター

多賀城市高橋デイサービスセンター

塩釜市清水沢一丁目3番地2・1番地8

金　　　額

基 本 財 産 計

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター

多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター

多賀城市鶴ヶ谷一丁目30番地
多賀城市留ヶ谷一丁目263番地2・256番地3

特別養護老人ホーム清楽苑

特別養護老人ホーム第二清楽苑

そ の 他 の 固 定 資 産 計
固 定 資 産 計
資　産　合　計



Ⅱ．負債の部
１． 流動負債

未　払　金 ¥49,382,552
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥83,681
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥9,412,932
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥8,108,911
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥8,070,597
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,221,064
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥897,160
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥1,784,103
利府町青葉台デイサービスセンター ¥513,454
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥1,265,516
多賀城市高橋デイサービスセンター ¥1,451,622
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥1,911,967
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥709,449
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,119,090
千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥129,344
松島長松園居宅介護支援事業所 ¥81,510
アーク・ケア清楽苑 ¥2,017,990
多賀城市西部地域包括支援センター ¥357,448
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥2,246,714

預　り　金 ¥16,953,605
社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥14,744,605
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥2,209,000

賞与引当金 ¥53,384,804
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥7,165,875
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥8,697,906
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥9,894,472
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥8,850,000
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥713,000
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,157,750
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,121,179
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥2,039,859
多賀城市高橋デイサービスセンター ¥2,433,593
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,768,203
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,592,967
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,348,000
千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥904,000
松島長松園居宅介護支援事業所 ¥282,000
アーク・ケア清楽苑 ¥328,000
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,173,000
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥915,000

¥119,720,961
２． 固定負債

長期設備資金借入金 ¥164,140,000
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥12,500,000
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥133,000,000
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥18,640,000

退職給与引当金 ¥64,727,371
特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,768,541
特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥10,514,389
特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥12,144,293
特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,995,121
軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥692,632
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,189,231
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,700,499
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥3,012,888
多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,406,838
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,685,213
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥2,536,538
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,430,454
千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,415,382
松島長松園居宅介護支援事業所 ¥219,594
アーク・ケア清楽苑 ¥563,256
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,404,841
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥1,047,661

¥228,867,371
¥348,588,332

¥2,745,012,366
負債合計

差引純資産

流動負債計

固定負債計

金　　　額資産・負債の内訳


