
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
¥588,215,126

（社会福祉事業） 現　　　金 ¥12,253
清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥12,253

（社会福祉事業） 普 通 預 金 ¥358,291,163
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） ¥15,985,635
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（普通預金） ¥43,819,912

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） ¥50,097,663
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） ¥9,770,094
　　七十七銀行高砂支店（普通預金） ¥10,091,064
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金） ¥0
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） ¥9,144,990
　　七十七銀行高砂支店（普通預金） ¥6,132,065
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金） ¥0
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） ¥4,136,959
　　杜の都信用金庫高砂支店（普通預金） ¥0

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） ¥19,878,504
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥11,504,826
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥6,573,457
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥8,559,807
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥5,993,451
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） ¥7,906,342
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥756,508
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） ¥9,060,005
　　杜の都信用金庫塩釜営業部（決済用預金） ¥1,129,180

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） ¥25,397,035
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） ¥4,109,697

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） ¥17,310,541
　　七十七銀行松島支店（普通預金） ¥16,368,277
　　七十七銀行塩釜支店（普通預金） ¥7,635
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） ¥14,614,350
　　七十七銀行松島支店（普通預金） ¥41,412,227

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） ¥478,563
　　七十七銀行松島支店（普通預金） ¥189,172

（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） ¥1,878,478
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） ¥9,747,807

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） ¥1,064,045
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） ¥3,792,340

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） ¥319,123

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） ¥1,061,411

（社会福祉事業） 定 期 預 金 ¥229,911,710
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 ¥9,011,710
　　杜の都信用金庫塩釜営業部 ¥2,800,000
特別養護老人ホーム多賀城苑
　　七十七銀行高砂支店 ¥50,000,000

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

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

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

財　　産　　目　　録
（平成２８年３月３１日現在）

科　　　　目 摘　　　　　　　　　　　　要 金　　　額

現 金 預 金



（社会福祉事業） ¥211,265,992
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥100,000
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥36,753,036

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥11,206,272
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥10,599,146
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥3,251,602

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥31,108,878
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥11,166,625
利府町青葉台デイサービスセンター ¥8,532,990

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥33,226,761
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥6,501,534

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥39,685,423
松島町長松園デイサービスセンター ¥8,248,453

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,682,662
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥2,179,870
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,322,000

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥1,360,050
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥2,431,160

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥819,980
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥1,089,550
（社会福祉事業） ¥17,470
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥17,470
（社会福祉事業） ¥723,246

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥268,933
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥454,313
（社会福祉事業） ¥28,868
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥12,633

松島町長松園デイサービスセンター ¥16,235
（社会福祉事業） ¥3,461,908
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥1,352,295

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥55,835
清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥232,774

塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥164,729
第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥825,868

七ヶ浜町デイサービスセンター ¥1,016
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥792,323
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥37,068
（社会福祉事業） ¥12,000
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥12,000

（社会福祉事業） ¥1,127,897
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥966,539

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥31,621
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥99,714

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥2,119
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥16,722

松島町長松園デイサービスセンター ¥11,182
　流   動   資   産   合   計 ¥804,852,507

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） ¥1,816,342,642
多賀城苑拠点 ¥530,764,424

¥72,913,827
¥54,151,420
¥63,356,495

清楽苑拠点 ¥123,644,412
¥47,200,984

第二清楽苑拠点 ¥340,759,090
¥66,226,617

松島長松苑拠点 ¥427,775,919
¥89,549,454

（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（定期預金） ¥3,000,000

　基     本     財     産     計 ¥1,819,342,642

（社会福祉事業） ¥4,245,482
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥289,801
清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥201,910

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 ¥3,091,333
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥662,437
（社会福祉事業） ¥29,415,198
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥5,802,695

多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥1,554,140
第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥22,058,363
（社会福祉事業） ¥2

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥1
松島長松苑拠点 松島町長松園デイサービスセンター ¥1
（社会福祉事業） ¥35,560,762
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥8,527,036

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥2,443,662
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥431,580

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥13,664,331
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥844,025
利府町青葉台デイサービスセンター ¥1

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥2,564,373
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥212,400

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥4,708,766
松島町長松園デイサービスセンター ¥998,613

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,165,975
（社会福祉事業） ¥792,672

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥218,400
第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥224,952
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥196,440
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） ¥65,151,865
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥9,829,550

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,912,854
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,891,594
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,368,038

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,994,768
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥3,091,382
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,883,301

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥11,723,733
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥3,136,377

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,296,053
松島町長松園デイサービスセンター ¥870,360

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥585,535
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,671,606
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,231,035

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥945,360
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥1,399,579

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥998,610
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥322,130

　そ の 他 の 固 定 資 産 計 ¥135,175,981
　固　 定 　資 　産　 合　 計 ¥1,954,518,623

¥2,759,371,130

退職給付引当資産

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） ¥57,343,239
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥119,430
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥17,288,021

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥2,329,770
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥1,250,075
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥666,633

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥7,076,882
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥1,237,529
利府町青葉台デイサービスセンター ¥454,001

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥10,236,090
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥1,358,586

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥11,359,728
松島町長松園デイサービスセンター ¥2,061,753

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥1,086,826
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥67,077
多賀城市西部地域包括支援センター ¥356,438

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥104,728
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥233,666

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥8,653
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥47,353
（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） ¥493,025
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥31
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥31,749

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥38,168
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥792
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥372

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥2,942
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥73,834
利府町青葉台デイサービスセンター ¥35,025

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥88,671
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥32,903

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥2,611
松島町長松園デイサービスセンター ¥480

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥11,892
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥7,256
多賀城市西部地域包括支援センター ¥51,897

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥20,741
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥5,153

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥83,561
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥4,947
（社会福祉事業） ¥1,142,166
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥1,142,166

（社会福祉事業） ¥14,151,688
法人本部拠点 社会福祉法人千賀の浦福祉会（本部） ¥14,151,688

（社会福祉事業） ¥58,586,000
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥10,652,000

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥2,993,000
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,682,000
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,182,000

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,322,000
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥2,795,000
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,540,000

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥9,500,000
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥2,110,000

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,209,000
松島町長松園デイサービスセンター ¥1,229,000

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥712,000
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥946,000
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,141,000

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥603,000
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥906,000

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥500,000
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥564,000

　流   動   負   債   合   計 ¥155,046,118

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） ¥81,650,000
松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥70,000,000
松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥11,650,000
（社会福祉事業） ¥65,151,865
多賀城苑拠点 特別養護老人ホーム多賀城苑 ¥9,829,550

多賀城市高橋デイサービスセンター ¥3,912,854
多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター ¥2,891,594
多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター ¥1,368,038

清楽苑拠点 特別養護老人ホーム清楽苑 ¥8,994,768
塩竈市清水沢デイサービスセンター ¥3,091,382
利府町青葉台デイサービスセンター ¥2,883,301

第二清楽苑拠点 特別養護老人ホーム第二清楽苑 ¥11,723,733
七ヶ浜町デイサービスセンター ¥3,136,377

松島長松苑拠点 特別養護老人ホーム松島長松苑 ¥9,296,053
松島町長松園デイサービスセンター ¥870,360

松島ｹｱﾊｳｽ拠点 軽費老人ホーム松島ケアハウス ¥585,535
（公益事業）

多賀城苑拠点 千賀の浦居宅介護支援事業所 ¥1,671,606
多賀城市西部地域包括支援センター ¥1,231,035

清楽苑拠点 アーク・ケア清楽苑 ¥945,360
塩竈市西部地区地域包括支援センター ¥1,399,579

第二清楽苑拠点 七ヶ浜第二清楽苑居宅介護支援事業所 ¥998,610
松島長松苑拠点 松島長松園居宅介護支援事業所 ¥322,130

　固　　定　　負　　債　　計 ¥146,801,865

¥301,847,983

¥2,457,523,147差 引 純 資 産

設備資金借入金

退職給付引当金

負 債 合 計


