
                        平成14年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　     　　　(単位:円)
金　　額

7,710,687,588
87,700

0
87,700

6,709,274,493
七十七銀行 県庁支店 0100021 148,768,923 法人本部

七十七銀行 県庁支店 0166812 7,363,245 ボランティア保険預り金

七十七銀行 県庁支店 0166821 35,221,417 ボランティア基金

七十七銀行 県庁支店 0089311 16,824,079 社会福祉振興基金

七十七銀行 県庁支店 9094113 18,958,358
七十七銀行 県庁支店 0004391 14,170,142
七十七銀行 県庁支店 9094121 492,361,237
仙台銀行 本店 1949454 789,280,620
仙台銀行 本店 7259591 228,211,022
仙台銀行 中山支店 2881501 1,588,649
仙台銀行 中山支店 3368121 16,710,296 啓佑学園委託徴収事務

仙台銀行 中山支店 3067511 25,033,198 第二啓佑学園委託徴収事務

仙台銀行 吉岡支店 1126121 597,679 船形コロニー

仙台銀行 吉岡支店 1126123 8,653,246 船形コロニー委託徴収事務

あさひな農協 大和支店 0010304 0 船形コロニー生産物売上

仙台銀行 泉ヶ丘支店 1835572 2,437,837 和風園・なごみな

仙台銀行 泉ヶ丘支店 4181391 0 和風園

仙台銀行 泉ヶ丘支店 2916271 1,286,070 偕楽園

仙台銀行 太白支店 2305521 2,435,856
仙台銀行 古川支店 6013921 7,627,445 県北地域福祉サービスセンター

仙台銀行 古川支店 6013922 123,180 援護寮委託徴収事務

仙台銀行 吉岡支店 1127013 2,127,054
七十七銀行 県庁支店 9101322 0 ケアマネ委託徴収事務

仙台銀行 中山支店 3610431 0 啓佑学園短期委託徴収事務

仙台銀行 中山支店 3610351 0 第二啓佑学園短期委託徴収事務

仙台銀行 吉岡支店 1127014 10,590 希望の家一般委託徴収事務

七十七銀行 県庁支店 9101314 267,376,165 介護福祉士修学資金

仙台銀行 吉岡支店 1127012 54,000 希望の家公益委託徴収事務

仙台銀行 涌谷支店 2844301 278,592 介護研修センター

七十七銀行 鹿島台支店 5118620 0 介護研修センター徴収事務

七十七銀行 県庁支店 0041467 23,580,503 収益会計法人本部

七十七銀行 岩沼支店 5543550 2,242,997
仙台銀行 岩沼支店 3627241 4,327,954
七十七銀行 県庁支店 9094105 8,452,296 いきいきＳＵＮクラブ

七十七銀行 県庁支店 0100773 3,064,544,666 生活福祉資金特別会計

仙台銀行 本店 5022472 1,371,209,519 生活福祉資金特別会計

仙台農協 上杉支店 7125367 49,207,755 生活福祉資金特別会計

七十七銀行 県庁支店 0100781 88,785,045
七十七銀行 県庁支店 9099298 3,245,304
七十七銀行 県庁支店 9101918 6,179,554

1,000,000,000
七十七銀行 県庁支店 0004391-1-248 300,000,000 法人本部（公益事業）

七十七銀行 県庁支店 0004391-2-253 200,000,000 法人本部（公益事業）

七十七銀行 県庁支店 0004391-2-254 100,000,000 法人本部（公益事業）

七十七銀行 県庁支店 0004391-1-255 200,000,000
仙台銀行 本店 1938920-003 200,000,000 法人本部（公益事業）

1,325,395
ゆうちょ銀行 02250-4-57706 25,000 法人本部　いきいき学園

ゆうちょ銀行 02250-9-138390 0 法人本部　事務事業

ゆうちょ銀行 02220-1-38236 0 法人本部　ケアマネ試験

ゆうちょ銀行 02230-9-115427 0 法人本部　ケアマネ実務

ゆうちょ銀行 02290-4-138085 0 法人本部　相談支援

ゆうちょ銀行 02210-6-135967 0 ひまわりホーム

ゆうちょ銀行 02290-5-8734 1,300,395 生活福祉資金特別会計

ゆうちょ銀行 02200-6-37674 0 いきいきＳＵＮクラブ

県中央地域福祉サービスセンター

仙台貯金事務センター

仙台貯金事務センター

仙台貯金事務センター

仙台貯金事務センター

仙台貯金事務センター

仙台貯金事務センター

仙台貯金事務センター

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

     　 定期預金

法人本部（生活福祉資金特別会計）

     　 郵便振替貯金

仙台貯金事務センター

仙台西地域福祉サービスセンター

仙台北地域福祉サービスセンター

仙台南地域福祉サービスセンター

仙台南地域福祉サービスセンター

生活福祉資金貸付事務費会計

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金特別会計

 　　　 普通預金

法人本部

法人本部

各施設

各施設・法人本部

法人本部

　 　現金預金

     現金　

小口現金

現金 ひまわりホーム，法人運営事業

     預金

Ⅰ【資産の部】

 財 産 目 録

  １　流動資産

平成27年3月31日現在
資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考



金　　額資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考
494,955,708

6,481,003
311,555

1,706,646
0

6,108,672
8,220,251,172

      　建物 1,705,636

      　建物 65,366,798

      　建物 11,229,329

      　建物 738,510,853

      　建物 824,088,430

      　建物 74,995,281

      　建物 87,829,436

      　土地 451,860,000
      　建物附属設備 10,411,536 偕楽園・太白荘昇降機

      　会館付帯設備 18,657,902
      　基本財産特定預金   仙台銀行本店　定期預金 7259590-006 11,000,000

2,295,655,201

     　　 建物 33,739,462
     　　 建物附属設備 10,136,516
     　　 車輌運搬具 6,614,179

88,939,038
     　　 構築物 26,600,663
     　　 機械及び装置 1

286,280
　　　　　ソフトウェア 15,561,355

6,000,000
3,191,686,395

野村證券 仙台支店 大阪府公募公債（5年） 第82回 99,996,167 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 福岡市公募公債（5年） 平成23年度第10回 100,000,000 額面

三菱UFJMS証券 仙台支店 京都市公募公債（5年） 平成23年度第6回 100,000,000 額面

大和証券 仙台支店 島根県公募公債（5年） 23-3 99,980,833 額面

みずほ証券 仙台支店 北海道公募公債（5年） 平成23年度第14回 100,000,000 額面

七十七銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第62回 199,923,438 額面

七十七銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 997,121,211 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 298,932,948 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 298,932,948 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 298,932,948 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 298,932,948 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 99,644,318 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 99,644,318 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第61回 99,644,318 額面

ひまわりホーム

ひまわりホーム

　　　　　権利

　　　　　絵画等美術品

　　　　　投資有価証券

   （２）その他の固定資産

　

     　　 器具及び備品

　

　

宮城県黒川郡大和町小野字前沢1番地，31番地1所在の
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき3階建
特別養護老人ホーム和風園（面積7581.94㎡）

宮城県黒川郡大和町小野字前沢31番地1所在の
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根・亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき2偕建
養護老人ホーム偕楽園（面積2508.12㎡）

宮城県黒川郡大和町小野字前沢31番地１所在の
鉄骨造ｽﾚｰﾄぶき平屋建
地域支援センターなごみな（面積412.38㎡）

宮城県仙台市青葉区本町三丁目7番4の宅地　（面積516.76㎡）

基本財産合計

  ２　固定資産

  （１）基本財産

宮城県仙台市青葉区本町三丁目7番地4所在の
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下1階付6階建
宮城県社会福祉会館1棟（面積1,488.51㎡）

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番地1所在の宮城県自治会館の
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造1階建事務所3階部分（面積238.13㎡）

宮城県黒川郡大和町吉田字瀬戸原68番地，69番地，37番地1所在の
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建厩舎（面積254.05㎡）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建堆肥舎（面積49.23㎡）
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建休憩所（面積65.41㎡）

宮城県仙台市太白区旗立2丁目1番地29所在の
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2偕建
救護施設太白荘（面積3149.72㎡）

流動資産合計

 　　未収収益 貸付利子未収金

 　　商品・製品

 　　原材料

 　　立替金

 　　前払金

　 　事業未収金 補助金及び受託金等



金　　額資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考
1,787,826,476

貸付金 933,443,875
総合支援資金貸付金 80,923,941
福祉資金貸付金 353,344,142
教育支援資金貸付金 186,303,254
不動産担保型生活資金貸付金 149,119,140
障害者支援資金貸付金 7,994,765
生活福祉資金貸付金 2,031,527
福祉資金（住宅）貸付金 4,014,618
要保護世帯向け不動産担保型生活貸付金 42,334,096
臨時特例つなぎ資金貸付金 2,523,450
離職者支援資金貸付金 25,793,668

2,711,894,354
総合支援資金貸付金 76,139,171
福祉資金貸付金 2,493,719,511
教育支援資金貸付金 48,560,208
障害者支援資金貸付金 26,892,018
生活福祉資金貸付金 6,684,503
福祉資金（住宅）貸付金 13,072,943
離職者支援資金貸付金 46,826,000

107,516,450
          　　全社協退職共済預け金全社協退職共済預け金 91,095,500
          　　振興会退職共済預け金振興会退職共済預け金 16,420,950

839,292,032
839,292,032

仙台銀行　　　 本店 大阪府公募公債（5年） 第62回 100,000,000 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 大阪府公募公債（5年） 第62回 181,990,373 額面 注1

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,988,333 額面

仙台銀行 本店 大阪府公募公債（5年） 第62回 100,000,000 額面

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,988,333 額面

仙台銀行 本店 大阪府公募公債（5年） 第62回 100,000,000 額面

仙台銀行 本店 大阪府公募公債（5年） 第62回 100,000,000 額面

仙台銀行 本店 大阪府公募公債（5年） 第62回 100,000,000 額面

仙台銀行 本店 普通預金 7259591 55,944,619
七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100021 1,380,374

185,477,948
野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第643回 37,299,285 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 利付国庫債券（20年） 第139回 9,960,913 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 大阪府公募公債（5年） 第62回 18,006,960 額面 注2

三菱UFJMS証券 仙台支店 札幌市公募公債（20年） 第7回 1,358,516 額面 注3

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第99回 8,265,858 額面 注4

七十七銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第62回 97,277,790 額面

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第7回1号 13,000,000 額面

七十七銀行 県庁支店 普通預金 0089311 308,626
821,046,122

野村證券 仙台支店 利付国庫債券（20年） 第62回 18,794,180 額面

野村證券 仙台支店 利付国庫債券（20年） 第138回 67,915,108 額面

野村證券 仙台支店 利付国債券（10年） 第337回 30,000,000 額面

野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第622回 85,998,853 額面

野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第642回 9,998,814 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 利付国庫債券（20年） 第136回 24,903,854 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 利付国庫債券（20年） 第139回 14,941,368 額面

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 愛知県公募公債（10年） 平成20年度第1回 9,998,150 額面

三菱UFJMS証券 仙台支店 札幌市公募公債（20年） 第7回 98,537,353 額面 注5

七十七銀行 本店 利付国庫債券（10年） 第332回 99,781,460 額面

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第129回 9,997,400 額面

七十七銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第62回 39,908,838 額面

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回2号 4,999,742 額面

七十七銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第141回 78,765,197 額面

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 4,998,833 額面

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（10年） 第30回2号 19,982,900 額面

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第99回 191,697,142 額面 注6

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回2号 4,999,742 額面

七十七銀行 県庁支店 普通預金 0166821 4,827,188

　　　　　社会福祉振興基金積立資産

          ボランティア基金積立資産

　　　　　長期滞留債権

　　　　　退職手当積立基金預け金

　　　　　退職給付引当資産

          本会退職手当積立金特定預金

　　　　　貸付金
介護福祉士修学資金貸付金



金　　額資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考
564,421,000

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 京都市公募公債（20年） 第2回 99,770,833 額面

七十七銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第132回 219,263,598 額面

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第6回2号 82,998,478 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第132回 99,774,058 額面

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第6回2号 21,999,597 額面

仙台銀行 本店 利付国庫債券（20年） 第62回 39,878,450 額面

七十七銀行 県庁支店 普通預金 0004391 735,986
4,658,589

27,602,554
仙台銀行 本店 普通預金 1949454 27,602,554

333,086,904
七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100773 133,086,904 生活福祉資金特別会計

七十七銀行 県庁支店 定期預金 0004391-1-252 200,000,000 生活福祉資金特別会計

208,134,000
仙台銀行 本店 普通預金 7259591 208,134,000 法人本部

          施設整備等積立資産 408,585,760
仙台銀行 本店 普通預金 7259591 104,124,648 法人本部

仙台銀行 本店 普通預金 1949454 304,461,112
30,000,000

七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100021 143,176 法人本部

仙台銀行 本店 普通預金 7259591 26,845,942 法人本部

七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100781 3,010,882
129,989,627

七十七銀行 県庁支店 定期預金 0004391-2-225 4,067,949 法人本部

七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100021 120,449,694
七十七銀行 県庁支店 普通預金 0041467 5,471,984

272,459,764
仙台銀行 本店 大阪府公募公債（5年） 第62回 185,000,000 額面

仙台銀行 本店 普通預金 7259591 78,402,163
七十七銀行 県庁支店 普通預金 9094113 9,057,601

100,000,000
仙台銀行 本店 普通預金 1949454 100,000,000 和風園

17,347,672
仙台銀行 本店 普通預金 1949454 17,347,672

10,000,000
仙台銀行 本店 普通預金 7259591 10,000,000 法人本部

200,000,000
仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第7回1号 100,000,000 額面

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第129回 9,997,400 額面

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,988,333 額面

仙台銀行 本店 普通預金 7259591 29,009,267
七十七銀行 県庁支店 普通預金 9094113 5,000
七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100021 11,000,000

4,374,359
仙台銀行 本店 普通預金 1949454 4,374,359 ひまわりホーム

10,000,000
七十七銀行 県庁支店 普通預金 0100021 5,000,000 寄附金管理事業

仙台銀行 本店 普通預金 7259591 5,000,000 法人運営施設支援事業

△ 33,568,021
8,308,000 敷金

51,690 リサイクル預託金

12,128,069,169
14,423,724,370
22,643,975,542

188,800,626
127,452,416

8,785,000
177,076,030
502,114,072

946,808,482
946,808,482

1,448,922,554
21,195,052,988

注3＋注5の額面額100,000,000

注4＋注6の額面額200,000,000

流動負債合計
  ２　固定負債

　　　　退職給与引当金

固定負債合計
負債合計

　　　　賞与引当金

差引純資産
注1＋注2の額面額200,000,000

県返納金等

　　　　預り金 職員社会保険料等

　　　　前受金 いきいき学園入学金・受講料等

その他の固定資産合計
固定資産合計

資産合計
Ⅱ　負債の部

  １　流動負債

　　　　事業未払金

          運営資金積立資産

          工賃平均積立資産

          災害支援積立資産

　　　　　△徴収不能引当金

          差入保証金

          長期前払費用

          新社会福祉会館建設積立資産

          職員退職給与積立金

          介護保険施設繰越積立資産

          支援施設等繰越積立資産

          人材育成・研修積立資産

　　　　　欠損補てん積立資産

　　　　　人件費積立資産

各施設

          電算設備準備積立金積立資産

生活福祉資金貸付事務費特別会計

          いきいき高齢者支援基金積立資産

          福祉林運用財産基金積立資産

          移行時特別積立資産



(単位:円)

ボランティア保険預り金

ボランティア基金

社会福祉振興基金

啓佑学園委託徴収事務

第二啓佑学園委託徴収事務

船形コロニー

船形コロニー委託徴収事務

船形コロニー生産物売上

和風園・なごみな

県北地域福祉サービスセンター

援護寮委託徴収事務

ケアマネ委託徴収事務

啓佑学園短期委託徴収事務

第二啓佑学園短期委託徴収事務

希望の家一般委託徴収事務

介護福祉士修学資金

希望の家公益委託徴収事務

介護研修センター

介護研修センター徴収事務

収益会計法人本部

いきいきＳＵＮクラブ

生活福祉資金特別会計

生活福祉資金特別会計

生活福祉資金特別会計

法人本部（公益事業）

法人本部（公益事業）

法人本部（公益事業）

法人本部（公益事業）

法人本部　いきいき学園

法人本部　事務事業

法人本部　ケアマネ試験

法人本部　ケアマネ実務

法人本部　相談支援

ひまわりホーム

生活福祉資金特別会計

いきいきＳＵＮクラブ

県中央地域福祉サービスセンター

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

法人本部（生活福祉資金特別会計）

仙台西地域福祉サービスセンター

仙台北地域福祉サービスセンター

仙台南地域福祉サービスセンター

仙台南地域福祉サービスセンター

生活福祉資金貸付事務費会計

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金特別会計

法人本部

法人本部

各施設

各施設・法人本部

法人本部

ひまわりホーム，法人運営事業

 財 産 目 録

備　　　考



備　　　考

偕楽園・太白荘昇降機

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

200,000,000

1,000,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

ひまわりホーム

ひまわりホーム

貸付利子未収金

補助金及び受託金等



備　　　考

100,000,000

181,992,800

50,000,000

100,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

37,300,000

10,000,000

18,007,200

1,359,930

8,267,400

97,500,000

13,000,000

18,900,000

70,000,000

30,000,000

86,000,000

10,000,000

25,000,000

15,000,000

10,000,000

98,640,070

100,000,000

10,000,000

40,000,000

5,000,000

78,800,000

5,000,000

20,000,000

191,732,600

5,000,000

介護福祉士修学資金貸付金



備　　　考

100,000,000

220,000,000

83,000,000

100,000,000

22,000,000

40,000,000

生活福祉資金特別会計

生活福祉資金特別会計

185,000,000

100,000,000

10,000,000

50,000,000

ひまわりホーム

寄附金管理事業

法人運営施設支援事業

リサイクル預託金

注3＋注5の額面額100,000,000

注4＋注6の額面額200,000,000

注1＋注2の額面額200,000,000

県返納金等

職員社会保険料等

いきいき学園入学金・受講料等

各施設

生活福祉資金貸付事務費特別会計


