
                        　　　　　　　　　　　　　     　　　 (単位:円)
金　　額

5,994,790,695
338,844

0
338,844

4,882,480,714
七十七銀行 県庁支店 121,759,931 一般・公益会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 6,456,859 ボランティア保険預り金

七十七銀行 県庁支店 34,228,999 ボランティア基金

七十七銀行 県庁支店 21,621,800 社会福祉振興基金

七十七銀行 県庁支店 15,216,557 一般会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 11,973,704 一般会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 206,789,545
仙台銀行 本店 698,955,858 各施設

仙台銀行 本店 392,065,601
仙台銀行 中山支店 922,234 県中央

仙台銀行 中山支店 352,116 啓佑学園委託徴収事務

仙台銀行 中山支店 1,135,186 第二啓佑学園委託徴収事務

仙台銀行 吉岡支店 610,287 船形コロニー

仙台銀行 吉岡支店 8,223,125 船形コロニー委託徴収事務

あさひな農業協同組合 大和支店 0 船形コロニー生産物売上

仙台銀行 泉ヶ丘支店 2,094,143 和風園・なごみな

仙台銀行 泉ヶ丘支店 0 和風園

七十七銀行 将監支店 0 和風園職員七十七財形

仙台銀行 泉ヶ丘支店 318,204 偕楽園

仙台銀行 泉ヶ丘支店 3,725 偕楽園

仙台銀行 太白支店 1,515,193
仙台銀行 古川支店 989,368 県北地域福祉サービスセンター

仙台銀行 古川支店 259,296 援護寮委託徴収事務

仙台銀行 吉岡支店 5,789,883
七十七銀行 県庁支店 5,600 ケアマネ委託徴収事務

仙台銀行 中山支店 55,998 啓佑学園短期委託徴収事務

仙台銀行 中山支店 273,563 第二啓佑学園短期委託徴収事務

仙台銀行 吉岡支店 24,773 希望の家一般委託徴収事務

七十七銀行 県庁支店 580,654,018
仙台銀行 吉岡支店 81,000 希望の家公益委託徴収事務

仙台銀行 涌谷支店 453,095 介護研修センター

七十七銀行 鹿島台支店 0 介護研修センター徴収事務

七十七銀行 県庁支店 14,373,459 収益会計法人本部

仙台銀行 鳴子支店 0 なかやま山荘

仙台銀行 本店 25,071,805 なかやま山荘

七十七銀行 岩沼支店 1,580,855
仙台銀行 岩沼支店 1,640,481
七十七銀行 県庁支店 10,230,805 いきいきＳＵＮクラブ

七十七銀行 県庁支店 1,984,245,277 生活福祉資金特別会計

仙台銀行 本店 660,578,921 生活福祉資金特別会計

仙台農業協同組合 上杉支店 35,902,870 生活福祉資金特別会計

七十七銀行 県庁支店 27,238,401
七十七銀行 県庁支店 0
七十七銀行 県庁支店 8,788,179

1,000,023,890
七十七銀行 県庁支店 23,890 一般会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 200,000,000 公益会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 100,000,000 公益会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 300,000,000 公益会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 200,000,000 生活福祉資金特別会計

仙台銀行 本店 200,000,000 公益会計法人本部

111,947,247
ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター 50,000 一般会計法人本部　高齢者

ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター 0 一般会計法人本部　ケアマネ

ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター 111,894,247 生活福祉資金特別会計

ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター 3,000 いきいきＳＵＮクラブ

     　 定期預貯金

     　 郵便振替預金

公益会計法人本部　介護福祉士修学資金

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特別会計

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金特別会計

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

     預貯金

 　　　 普通預貯金

なごみなの里・一般会計船形コロニー

法人本部・なかやま山荘・援護寮・偕楽園・希望の家

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

Ⅰ【資産の部】
  １　流動資産

　 　現金預金

     現金　

小口現金

現金

平成25年3月31日現在
資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考

 財 産 目 録



金　　額資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考
412,258,566

2,223,583 就労会計

188,690 就労会計

1,316,370 就労会計

0
7,531,938

35,061,627
37,595,673

6,490,967,142

      　建物 6,882,056

      　建物 74,314,166

      　建物 14,727,509

      　建物 896,535,764

      　建物 91,495,766

      　建物 88,669,733

      　建物 91,495,766

      　土地 451,860,000
      　基本財産特定預金   仙台銀行本店　 定期預金 11,000,000
      　会館付帯設備 23,298,887
      　建物附属設備 12,455,776 偕楽園・太白荘昇降機

0
1,762,735,423

     　　 建物 16,916,674
     　　 建物附属設備 7,798,438
     　　 構築物 24,351,757
     　　 機械及び装置 1,148,489
     　　 車両運搬具 12,837,304

79,130,503
286,280

　　　　　ソフトウェア 17,475,290
6,000,000
4,405,690 敷金

3,188,490,000
野村證券 仙台支店 大阪府公募公債（5年） 第82回 99,990,000 額面 100,000,000

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 100,000,000

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 100,000,000

大和証券 仙台支店 島根県公募公債（5年） 23-3 99,950,000 額面 100,000,000

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 100,000,000

七十七銀行 本店 利付国庫債（20年） 第62回 199,900,000 額面 200,000,000

七十七銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 996,000,000 額面 1,000,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 298,530,000 額面 300,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 298,530,000 額面 300,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 298,530,000 額面 300,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 298,530,000 額面 300,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 99,510,000 額面 100,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 99,510,000 額面 100,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第61回 99,510,000 額面 100,000,000

645,379,020
4,993,190,785

総合支援資金貸付金 132,226,785
福祉資金貸付金 4,396,126,198
教育支援資金貸付金 208,855,960

介護福祉士修学資金貸付金
　　　　　生活福祉資金貸付金

     　　 器具及び備品

　　　　　権利

　　　　　絵画等美術品

　　　　　長期預け金

　　　　　投資有価証券

　　　　　貸付金

基本財産合計
   （２）その他の固定資産

　

　

　

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階建
救護施設太白荘（面積3149.72㎡）

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階建
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家建
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所在の宅地　（面積516.76㎡）

　　　　減価償却累計額（△）

流動資産合計
  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1488.51㎡）

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骨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家建
堆肥舎（面積49.23㎡）
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平家建
休憩所（面積65.41㎡）

　　 会計単位内貸付金

 　　原材料

 　　貯蔵品

 　　前払金 労働保険料

     会計単位外貸付金 仙台北・県北・偕楽園公益会計へ

　 　未収金

　　 売掛金

 　　商品・製品



金　　額資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考
不動産担保型生活資金貸付金 162,811,812
離職者支援資金貸付金 40,421,271
障害者更生資金貸付金 16,162,797
生活資金貸付金 2,721,467
福祉資金（住宅）貸付金 10,430,295
要保護世帯向け不動産担保型生活貸付金 21,036,400
臨時特例つなぎ資金貸付金 2,397,800

270,445,101
総合支援資金長期滞留債権貸付金 43,290,307
福祉資金長期滞留債権貸付金 88,137,573
教育支援資金長期滞留債権貸付金 47,485,482
離職者支援資金長期滞留債権貸付金 47,369,460
障害者更生資金長期滞留債権貸付金 24,988,956
生活資金長期滞留債権貸付金 8,195,071
福祉資金（住宅）長期滞留債権貸付金 10,978,252

21,036,400
要保護不動産会計貸付金 21,036,400

374,851,002
七十七銀行 県庁支店 普通預金 173,913,002 生活福祉資金特別会計

七十七銀行 県庁支店 普通預金 938,000
七十七銀行 県庁支店 定期預金 200,000,000 生活福祉資金特別会計

185,477,948
野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第643回 37,296,270 額面 37,300,000

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 利付国庫債（20年） 第139回 9,955,600 額面 10,000,000

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 大阪府公募公債（5年） 第62回 18,000,000 額面注1 18,007,200

三菱UFJMS証券 仙台支店 札幌市公募公債（20年） 第7回 1,358,000 額面注2 1,359,930

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第99回 8,264,900 額面注3 8,267,400

七十七銀行 本店 利付国庫債（20年） 第62回 97,207,500 額面 97,500,000

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 13,000,000

七十七銀行 県庁支店 普通預金 395,678
821,046,122

野村證券 仙台支店 利付国庫債（20年） 第62回 18,760,707 額面 18,900,000

野村證券 仙台支店 利付国庫債（20年） 第138回 67,571,000 額面 70,000,000

野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第620回 29,976,000 額面 30,000,000

野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第622回 85,931,200 額面 86,000,000

野村證券 仙台支店 東京都公募公債（10年） 第642回 9,993,000 額面 10,000,000

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 利付国庫債（20年） 第136回 24,887,750 額面 25,000,000

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 利付国庫債（20年） 第139回 14,933,400 額面 15,000,000

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 9,994,000 額面 10,000,000

三菱UFJMS証券 仙台支店 札幌市公募公債（20年） 第7回 98,500,000 額面注4 98,640,070

七十七銀行 本店 仙台市公募公債（5年） 平成20年度第1回 100,000,000 額面 100,000,000

七十七銀行 本店 宮城県市町村共同発行公募公債（5年） 平成20年度第1回 10,000,000 額面 10,000,000

七十七銀行 本店 利付国庫債（20年） 第62回 39,880,000 額面 40,000,000

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回2号 4,999,500 額面 5,000,000

七十七銀行 本店 利付国庫債（20年） 第141回 78,760,600 額面 78,800,000

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 4,998,000 額面 5,000,000

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第19回 19,960,000 額面 20,000,000

七十七銀行 本店 共同発行市場公募地方債（10年） 第99回 191,675,100 額面注5 191,732,600

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回2号 4,999,500 額面 5,000,000

七十七銀行 県庁支店 普通預金 5,226,365
4,658,589

99,582,170
16,268,136

904,275,289
ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 大阪府公募公債（5年） 第62回 181,920,000 額面注6 181,992,800

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,980,000 額面 50,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（10年） 第252回 59,400,000 額面 60,000,000

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第4回1号 99,980,000 額面 100,000,000

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,980,000 額面 50,000,000

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

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

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

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第5回1号 89,964,000 額面 90,000,000

仙台銀行 本店 普通預金 61,748,585
七十七銀行 県庁支店 普通預金 9,922,330
七十七銀行 県庁支店 普通預金 1,380,374

4,042,027
七十七銀行 県庁支店 定期預金 4,042,027 一般会計法人本部

          新社会福祉会館建設積立金特定預金

　　　　　社会福祉振興基金特定預金

          ボランティア基金特定預金

          福祉林運用財産基金

          全社協退職共済預け金

          振興会退職共済預け金

          本会退職手当積立金特定預金

　　　　　長期滞留債権

　　　　　会計単位外長期貸付金

　　　　　欠損補てん積立金特定預金

臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計



金　　額資 産 ・ 負 債 の 内 訳 備　　　考
30,000,000

七十七銀行 県庁支店 普通預金 143,176 一般会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 普通預金 26,845,942 一般会計法人本部

七十七銀行 県庁支店 普通預金 3,010,882
27,602,554

仙台銀行 本店 普通預金 27,602,554
159,928,112

仙台銀行 本店 普通預金 5,000,000 一般会計法人本部

仙台銀行 本店 普通預金 154,928,112
564,421,000

ＳＭＢＣ日興証券 仙台支店 京都市公募公債（20年） 第2回 99,626,000 額面 100,000,000

七十七銀行 本店 利付国庫債（20年） 第132回 219,120,000 額面 220,000,000

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第6回2号 82,991,700 額面 83,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第132回 99,730,000 額面 100,000,000

仙台銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第6回2号 21,997,800 額面 22,000,000

仙台銀行 本店 利付国庫債（20年） 第62回 39,840,000 額面 40,000,000

七十七銀行 県庁支店 普通預金 1,115,500
398,824,064

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

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

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

仙台銀行 本店 普通預金 4,766,463
七十七銀行 県庁支店 普通預金 9,057,601

100,000,000
仙台銀行 本店 普通預金 100,000,000 なごみなの里

17,347,672
仙台銀行 本店 普通預金 17,347,672

7,664,896
仙台銀行 本店 普通預金 7,664,896 一般会計法人本部

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 100,000,000

仙台銀行 本店 宮城県市町村共同発行公募公債（5年） 平成20年度第1回 10,000,000 額面 10,000,000

七十七銀行 本店 宮城県公募公債（5年） 第8回3号 49,980,000 額面 50,000,000

仙台銀行 本店 普通預金 29,015,000
七十七銀行 県庁支店 普通預金 5,000
七十七銀行 県庁支店 普通預金 11,000,000

4,374,359
仙台銀行 本店 普通預金 4,374,359 就労会計

13,209,255,671
15,666,945,527
22,157,912,669

237,090,740
2,439,958

86,700,652
7,832,175

35,061,627
37,595,673

193,839,752
600,560,577

1,020,125,595
21,036,400

1,041,161,995
1,641,722,572

20,516,190,097
注1＋注6の額面額200,000,000

注2＋注4の額面額100,000,000

注3＋注5の額面額200,000,000

固定負債合計
負債合計

差引純資産

　　　　賞与引当金

流動負債合計
  ２　固定負債

　　　　退職給与引当金

　　　　生活資金特別会計借入金

　　　 会計単位外借入金 一般会計法人本部より

　　　 会計単位内借入金

　　　　買掛金 就労会計

　　　　預り金 職員社会保険料ほか

　　　　前受金 いきいき学園入学金・受講料ほか

固定資産合計
資産合計

Ⅱ　負債の部

  １　流動負債

　　　　未払金 県返納金など

          人材育成・研修積立預金

          運営資金積立預金

          工賃平均積立預金

その他の固定資産合計

一般・就労・公益会計

          いきいき高齢者支援基金特定預金

          職員退職給与積立預金

          介護保険施設繰越積立預金

          支援施設等繰越積立預金
一般・就労会計

          電算設備準備積立金特定預金

生活福祉資金貸付事務費特別会計

          移行時特別積立預金
一般・就労・公益会計

          施設整備等積立預金
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