
別紙４

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（小口現金） 現金手許有高 - 運転資金として 104,148

　現金（小口現金） 現金手許有高 - 市民助け合い資金貸付事業貸
付原資として

187,000

291,148

　普通預金 宮崎銀行延岡営業部　他 - 運転資金として 166,034,656

　普通預金 延岡信用金庫安賀多支店 - 市民助け合い資金貸付事業貸
付原資として

2,930,841

168,965,497

事業未収金 - 3月分介護報酬 他 15,389,737

立替金 延岡市民児協　通信費 5,104

前払金 令和4年度損害保険料　他 365,831

仮払金 - 中間申告税　他 744,400

185,761,717

土地 （法人運営経営管理事業拠点）
延岡市三ツ瀬町2丁目7番9

第2種社会福祉事業である延
岡市社会福祉センター等駐車
場に使用している

65,418,000

（法人運営経営管理事業拠点）
延岡市三ツ瀬町2丁目7番10

第2種社会福祉事業である延
岡市社会福祉センター等駐車
場に使用している

7,726,825

73,144,825

建物 （法人運営経営管理事業拠点）
延岡市三ツ瀬町１丁目12番地４

1985年度 第2種社会福祉事業である延
岡市社会福祉センター及び本
部として使用している

225,000,000 200,930,625 24,069,375

（法人運営経営管理事業拠点）
延岡市三ツ瀬町１丁目12番地４

1993年度 本部倉庫として使用している 7,940,000 7,939,999 1

24,069,376

建物付属設備 （法人運営経営管理事業拠点）
延岡市三ツ瀬町１丁目12番地４

1985年度 第2種社会福祉事業である延岡市
社会福祉センター及び本部の電
気・衛生設備として使用している

54,937,105 54,937,102 3

3

定期預金 宮崎太陽銀行延岡支店 基本金として 4,800,000

102,014,204

建物 （法人運営経営管理事業拠点）
延岡市三ツ瀬町１丁目12番地４

2006年度 基本財産の建物における延岡
市社会福祉センター内本部事
務所の境界壁開口工事等とし
て

3,722,250 1,409,512 2,312,738

建物付属設備 （法人運営経営管理事業拠点）
洗面台カウンター　他

社会福祉事業に供する建物に
おける付帯設備として

40,560,162 32,277,379 8,282,783

構築物 身障者駐車場カーポート　他 社会福祉事業に供する土地に
ある駐車場及び建造物として

9,069,000 8,983,924 85,076

車輌運搬具 ホンダ　軽自動車２台
トヨタ　普通自動車２台
スバル　軽自動車１台

利用者送迎、訪問時等車輌 8,586,467 7,854,871 731,596

器具及び備品 特殊浴槽　他 社会福祉事業の遂行に要する
備品の管理

15,925,762 13,411,760 2,514,002

有形リース資産 パソコン・サーバ機器一式 リース資産管理におけるパソ
コン・サーバ機器一式

22,346,280 8,134,884 14,211,396

権利 延岡市社会福祉センター内、電
話権利５回線

本部電話回線他 365,000

ソフトウェア 介護保険サーバシステム他 介護保険、障がい者相談支援
等利用者管理及び資産管理シ
ステムプログラム

2,553,860 2,512,388 41,472

無形リース資産 会計プログラム等システム一式 リース資産管理における社会
福祉法人システム一式

4,983,000 1,993,200 2,989,800

退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職手当
積立金

退職給付引当金（全社協） 78,403,760

退職給付引当資産 宮崎県民間社会福祉施設等従事
職員共済制度

退職給付引当金（県共済） 13,530,045

財 産 目 録

令和４年３月３１日現在

貸借対照表科目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

流動資産合計

　２　固定資産

　（１）　基本財産

小　計

小　計

基本財産合計

小　計

小　計

　（２）　その他の固定資産

小　計



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

貸借対照表科目

社会福祉事業基金 普通預金　宮崎銀行延岡営業部
他

社会福祉事業の推進を図るこ
とを目的に積み立てている預
金

149,491,773

介護保険経営安定化基金 普通預金　宮崎銀行延岡営業部
他

介護保険事業の経営安定化を
図ることを目的に積み立てて
いる預金

95,430,002

ボランティア基金 普通預金　宮崎太陽銀行延岡支
店

福祉活動に関わる地域住民な
らびに民間団体の自主的で継
続的なボランティア活動を育
成・助長することを目的に積
み立てている預金

3,679,270

災害対策基金 普通預金　延岡信用金庫安賀多
支店

延岡市からの災害義援金を災
害後の災害ボランティアの活
動並びに被災者救助、救援資
材の購入経費に充てることを
目的に積み立てている預金

1,514,072

市民助け合い資金運用基金 普通預金　宮崎銀行延岡営業部 困窮する市民の生活を支援す
るために、安定した資金の貸
し付け、ならびに貸付金の適
正管理を目的として積み立て
ている預金

4,705,655

人件費積立金 普通預金　宮崎銀行延岡営業部 人件費に係る運営補助金とし
ての積立金を積み立てること
を目的に積み立てている預金

18,368,365

社会福祉センター整備積立金 定期預金　延岡信用金庫安賀多
支店

社会福祉センターの整備を行
うことを目的に積み立ててい
る預金

53,778,577

貸付事業貸付金 市民助け合い資金貸付事業にお
ける貸付残高

社協の貸付事業における貸付
残高

620,000

長期前払費用（預託金） 公用車3台のリサイクル料金 公用車廃棄処分の際のリサイ
クル料金

26,580

451,081,962

553,096,166

738,857,883

事業未払金 3月分消耗品購入費　他 23,436,718

１年以内返済予定リース債務 パソコン及びサーバー機器導入
のリース資産計上（令和4年度
分）

5,252,142

預り金 3月分源泉所得税　他 14,428

職員預り金 3月分源泉所得税　他 1,626,633

仮受金 市受託金返還金 4,764,888

賞与引当金
賞与支給見込み額のうち、当年
度に帰属する額

14,979,000

0 0 50,073,809

リース債務 パソコン・サーバー機器導入
（有形リース資産）及び社会福
祉法人システム（無形リース資
産）のリース資産残高

11,728,736

退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当
積立金及び宮崎県民間社会福祉
施設等従事職員共済制度におけ
る退職共済引当金

91,933,805

0 0 103,662,541

0 0 153,736,350

0 0 585,121,533

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

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


