
社会福祉法人千賀の浦福祉会

Ⅰ．資　産　の　部 （単位 ： 円）

拠点区分

１．流 動 資 産
¥499,559,306

（社会福祉事業） 現　　　金 ¥275,734
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥105,352

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥170,382
（社会福祉事業） 普 通 預 金 ¥358,666,822

社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部）
法人本部拠点 　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥16,171,458

　　杜の都信用金庫塩釜営業部（普通預金） ¥48,782,670
多賀城苑拠点 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） ¥34,423,033
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） ¥7,762,035
　　七十七銀行高砂支店（普通預金） ¥1,000
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金） ¥29,643,400
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） ¥7,336,662
　　七十七銀行高砂支店（普通預金） ¥5,557
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金） ¥1,208,771
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） ¥2,347,472
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金） ¥1,649,170

清楽苑拠点 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） ¥18,261,201
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥27,690,212
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥7,532,727
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥1,996,440
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） ¥3,826,943
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥2,162,902
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） ¥2,261,275
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥6,144,716

第二清楽苑拠点 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） ¥23,548,513
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） ¥2,634,506

松島長松苑拠点 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） ¥36,677,958
　　七十七銀行松島支店（普通預金） ¥1,081,820
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥7,438
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） ¥16,535,935
　　七十七銀行松島支店（普通預金） ¥33,749,642

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 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） ¥7,563,015
　　七十七銀行松島支店（普通預金） ¥227,489

（公益事業）

多賀城苑拠点 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） ¥2,909,329
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） ¥7,164,893

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥349,383
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） ¥6,210,307

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所
　　七十七銀行七ヶ浜支店（普通預金） ¥175,925

松島長松苑拠点 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） ¥623,025

（社会福祉事業） 定 期 預 金 ¥140,616,750
法人本部拠点 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 ¥9,009,458
　　杜の都信用金庫塩釜営業部 ¥1,600,000

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑
　　七十七銀行七ヶ浜支店 ¥25,007,292

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑
　　七十七銀行松島支店 ¥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 ¥40,000,000

多賀城苑拠点 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 ¥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 ¥5,000,000

財　　産　　目　　録
（平成２７年３月３１日現在）

科　　　　目 摘　　　　　　　　　　　　要 金　　　額

現 金 預 金



（社会福祉事業） ¥200,368,973
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥500,000
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥35,318,170

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥10,280,196
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥8,708,185
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥2,955,876

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥31,462,801
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥8,785,345
利府町青葉台デイサービスセンター ¥8,171,160

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥32,996,919
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥5,712,222

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥35,918,008
松島町長松園デイサービスセンター ¥8,983,259

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,241,582
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥2,531,810
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,346,800

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥1,074,610
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥2,779,440

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥615,650
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥986,940
（社会福祉事業） ¥12,992
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥12,992
（社会福祉事業） ¥773,709

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥305,200
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥468,509
（社会福祉事業） ¥251,684
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥129,242

松島町長松園デイサービスセンター ¥122,442
（社会福祉事業） ¥4,452,734
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥1,516,130

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥59,756
清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥290,430

塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥34,149
第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥1,861,299
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥655,382
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥35,588
（社会福祉事業） ¥889,152
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥877,152

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥12,000
（社会福祉事業） ¥659,587
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥122
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥405,061

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥49,007
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥12,000
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥25,597

清楽苑拠点 塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥68
利府町青葉台デイサービスセンター ¥37,095

第二清楽苑拠点 七ヶ浜町デイサービスセンター ¥57,463
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥13,837

松島町長松園デイサービスセンター ¥37,663
（公益事業）

多賀城苑拠点 多賀城市西部地域包括支援センター ¥21,674
　流   動   資   産   合   計 ¥706,968,137

前払費用

事業未収金

未　収　金

未収補助金

未収収益

立　替　金

前　払　金



２．固定資産

（社会福祉事業） ¥1,923,104,582
多賀城苑拠点 ¥555,106,863

¥76,428,418
¥57,247,550
¥66,027,260

清楽苑拠点 ¥133,544,893
¥50,255,070

第二清楽苑拠点 ¥359,003,522
¥70,726,079

松島長松苑拠点 ¥457,311,769
¥97,453,158

（社会福祉事業） 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥3,000,000
法人本部拠点 　　杜の都信用金庫 塩釜営業部 ¥3,000,000

　基     本     財     産     計 ¥1,926,104,582

（社会福祉事業） ¥6,247,519
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥340,201
清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥236,035

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥1
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥4,680,655
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥990,627
（社会福祉事業） ¥28,989,891
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥2,717,969

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥1,829,030
第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥24,442,892
（社会福祉事業） ¥4

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥1
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥1

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥1
松島町長松園デイサービスセンター ¥1

（社会福祉事業） ¥30,449,500
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥11,673,877

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,820,284
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥548,024

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥6,914,654
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥1,053,327
利府町青葉台デイサービスセンター ¥9,125

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥3,718,364
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥2,413,386

松島町長松園デイサービスセンター ¥107,457
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥191,002
（社会福祉事業） ¥1,632,672
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥210,000
清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥428,400

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥434,952
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥406,440
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥152,880
（社会福祉事業） ¥10,000
法人本部拠点 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
（社会福祉事業） ¥63,662,960
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥9,820,731

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,523,058
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥3,568,190
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,871,774

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,136,486
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,422,823
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,506,645

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥11,145,843
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥3,165,351

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,753,062
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,376,349

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥472,375
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,541,910
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,115,227

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥867,594
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥1,275,571

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥608,820
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥491,151
（社会福祉事業） ¥138,000,000
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑

　　七十七銀行高砂支店 ¥69,900,000
第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑

　　七十七銀行七ヶ浜支店 ¥68,100,000
　そ の 他 の 固 定 資 産 計 ¥268,992,546
　固　 定 　資 　産　 合　 計 ¥2,195,097,128

¥2,902,065,265

退職給付引当資産

移行時特別積立資産

資　   　産　  　 合　   　計

構　築　物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

権　　　利

投資有価証券

特別養護老人ホーム松島長松苑 宮城郡松島町根廻字上山王6番地27

軽費老人ホーム松島ケアハウス 宮城郡松島町根廻字上山王6番地27

定期預金

（2）その他の固定資産

塩竈市清水沢デイサービスセンター 塩釜市清水沢一丁目1番地13・3番地2

特別養護老人ホーム第二清楽苑 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字高山25番地3

七ヶ浜町デイサービスセンター 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字高山25番地3

多賀城市鶴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
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター 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 塩釜市清水沢一丁目3番地2・1番地8

（1）基本財産
建　　　物

特別養護老人ホーム多賀城苑 多賀城市高橋四丁目23番地1
多賀城市高橋デイサービスセンター 多賀城市高橋四丁目23番地1



Ⅱ．負　債　の　部 （単位 ： 円）

拠点区分

（社会福祉事業） ¥44,540,702
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥110,628
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥7,736,102

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥2,180,873
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,296,968
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥631,824

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥6,599,295
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥1,284,320
利府町青葉台デイサービスセンター ¥355,224

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥7,933,910
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥2,208,578

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,331,124
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,434,113

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,489,396
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥144,413
多賀城市西部地域包括支援センター ¥395,688

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥17,306
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥319,951

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥9,265
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥61,724
（社会福祉事業） ¥23,330,000
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥21,000,000
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥2,330,000
（社会福祉事業） ¥345,601
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥25
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥2,643

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥775
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥96,593
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥463

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥48,615
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥678
利府町青葉台デイサービスセンター ¥624

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥60,677
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥519

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥2,632
松島町長松園デイサービスセンター ¥494

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥8,793
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,909
多賀城市西部地域包括支援センター ¥265

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥33,636
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥18,850

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥38,572
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥28,838
（社会福祉事業） ¥1,111,170
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥1,111,170

（社会福祉事業） ¥14,183,861
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥14,183,861

（社会福祉事業） ¥58,213,500
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥9,365,000

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥2,855,000
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥3,362,000
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,453,000

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,299,000
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,525,000
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,581,000

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥10,000,000
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥1,740,000

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,642,000
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,559,000

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥679,000
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥927,000
多賀城市西部地域包括支援センター ¥885,000

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥587,500
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥886,000

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥330,000
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥538,000

　流   動   負   債   合   計 ¥141,724,834

職員預り金

賞与引当金

１．流動負債
事業未払金

１年以内返済予定
設備資金借入金

未払費用

預　り　金

科　　　　目 摘　　　　　　　　　　　　要 金　　　額



２．固定負債
（社会福祉事業） ¥104,980,000
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥91,000,000
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥13,980,000
（社会福祉事業） ¥63,662,960
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥9,820,731

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,523,058
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥3,568,190
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,871,774

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,136,486
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,422,823
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,506,645

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥11,145,843
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥3,165,351

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,753,062
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,376,349

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥472,375
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,541,910
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,115,227

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥867,594
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥1,275,571

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥608,820
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥491,151

　固　　定　　負　　債　　計 ¥168,642,960

¥310,367,794

¥2,591,697,471差 引 純 資 産

設備資金借入金

退職給付引当金

負 債 合 計


