
金　　　額

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　 現金預金　　　　　　　　　　　 739,476,170円
　　（法人本部） 53,334,135円

現金　　　　　　　　　　　　　　 3,464円
預金　　　　　　　　　　   　　 東和銀行鴻巣支店他 53,330,671円

　　（翔裕園） 22,050,949円
預金　　　　　　　　　　　   　 埼玉縣信用金庫鴻巣支店 22,050,949円

　　（栗橋翔裕園） 19,211,478円
現金　　　　　　　　　　　　　　 36,727円
預金　　　　　　　　　　   　　 埼玉りそな銀行栗橋支店他 19,051,791円
預金　　　　　　　　　　   　　 東和銀行北本支店 122,960円

　　（ケアハウス栗橋翔裕園） 4,998,171円
現金　　　　　　　　　　　　　　 26,344円
預金　　　　　　　　　　   　　 埼玉りそな銀行栗橋支店他 4,971,827円

　　（馬室たんぽぽ翔裕園） 104,969,539円
現金　　　　　　　　　　　　　　 12,694円
預金　　　　　　　　　　   　　 埼玉縣信用金庫鴻巣支店 104,956,845円

　　（こうのすﾀﾝﾎﾟﾎﾟ翔裕園） 55,507,303円
現金預金　　　　　　　　　   　　　 埼玉縣信用金庫鴻巣支店 55,507,303円

　　（かわぐち翔裕園） 70,762,113円
現金預金　　　　　　　　　   　　　 埼玉りそな銀行さいたま営業部 70,762,113円

　　（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 118,627,318円
現金預金　　　　　　　　　   　　　 七十七銀行本店他 118,627,318円

　　（仙台市亀岡老人福祉ｾﾝﾀｰ） 2,175,891円
預金　　　　　　　　   　　　 七十七銀行国見支店 2,175,891円

　  （蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 72,871,236円
現金　　　　　　　　　　　　　　 90,529円
普通預金　　　　　　　　 　　 埼玉縣信用金庫蓮田支店他 35,980,707円
定期積金 埼玉縣信用金庫蓮田支店 36,800,000円

  　（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 45,100,249円
現金預金　　　　　　　　　   　　　 東和銀行北本支店他 45,100,249円

　 　(栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園) 671,411円
現金預金　　　　　　　　　   　　　 東和銀行北本支店他 671,411円

　 　(南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園) 54,211,946円
預金　　　　　　　　　　　  　　 みやぎ登米農協南方支店他 54,211,946円

　　（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 70,697,156円
預金　　　　　　　　　　　　　  みやぎ登米農協南方支店他 70,697,156円

　 　(ｹｱﾎﾃﾙすみさん家) 8,989,604円
預金　　　　　　　　　　　 　　 秋田県信組鷹巣支店他 8,989,604円

　 　(たかのす翔裕園有料) 4,834,604円
預金　　　　　　　　　　　 　　 秋田県信組鷹巣支店 4,834,604円

　 　(たかのす翔裕園訪問) 1,778,494円
預金　　　　　　　　　　　 　　 秋田県信組鷹巣支店 1,778,494円

　　（関東福祉専門学校） 9,621,502円
現金預金　　　　　　　　　   　　　 東和銀行鴻巣支店他 9,621,502円

　 　(夢工房翔裕園) 18,836,795円
現金　　　　　　　　　　　　　　 40,000円
預金　　　　　　　　　　　 　　 埼玉県信用金庫鴻巣支店　 18,796,795円

　 　(翔裕園デイサービス爽やかな風) 226,276円
現金　　　　　　　　　　　　　　 21,701円
預金　　　　　　　　　　　 　　 埼玉県信用金庫鴻巣支店　 204,575円

　　原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 186,538円
(夢工房翔裕園) 就労継続支援B型事業パン原材料 186,538円

　　事業未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 836,086,651円
（法人本部） 退職金分（翔裕園） 947,000円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　  介護報酬 83,362,768円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　  介護報酬 69,767,418円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　  介護報酬 18,887,916円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　 　 介護報酬 76,980,675円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 介護報酬 90,167,803円
（かわぐち翔裕園）　　　　 介護報酬 90,985,448円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 国保連主治医意見書料等 73,124,002円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 蓮田市役所他 91,680,846円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 介護報酬 90,335,613円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　　　  介護報酬 10,142,057円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 登米市認定調査委託費 85,500,218円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　　　  　 介護報酬 10,414,155円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 介護報酬 10,643,215円
（たかのす翔裕園有料） 利用者負担分 2,506,097円
（たかのす翔裕園訪問） 介護報酬 5,620,274円
（関東福祉専門学校）　　　  　　      受託料 14,291,012円
(夢工房翔裕園) 介護報酬等 10,602,256円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 介護報酬等 127,878円
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　　未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,685,447円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 62,212円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 31,975円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 介護報酬 1,544,714円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 職員昼食代 46,546円

　　拠点区分間未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,295円
(夢工房翔裕園) 62,295円

　　他サービス区分間未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,675,836円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 11,675,836円

　　未収補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,628,125円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　  福祉医療機構　利子補助他 628,125円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　  久喜市　ボートピア栗橋環境整備協力金 2,000,000円

　 立替金 6,920,617円
（法人本部)  新入職員研修 4,583,301円
（翔裕園） 特養 826,923円
（栗橋翔裕園） 退職者社会保険料・住民税 110,548円
（馬室たんぽぽ翔裕園） 職員社会保険料立替ほか 105,140円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 利用者他立替金 188,790円
（かわぐち翔裕園） 243,120円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園)        利用者訪問歯科料他 10,470円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 検査料 54,252円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 利用者他立替金 573,549円
（たかのす翔裕園有料） 訪問介護分業者未払い分立替 78,668円
（関東福祉専門学校）　　　  　　      レオパレス瀋陽研修生宿泊費 145,856円

　　前払金 81,780円
（ケアハウス栗橋翔裕園） 社会保険料等の支払いのため 5,452円
（関東福祉専門学校）　　　  　　      鴻巣市施設管理公社 76,328円

　　前払費用 15,373,865円
（法人本部)                            　 法人本部家賃他 2,650,309円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険料前払　　　 1,347,217円
（栗橋翔裕園） 借入金利息他 278,576円
（ケアハウス栗橋翔裕園） 前払い利息 932,094円
（馬室たんぽぽ翔裕園） 保険料ほか 750,887円
（かわぐち翔裕園） 1,559,799円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 ㈱蔵屋土地賃借料、アンテナ設置料 1,487,489円
（亀岡老人福祉センター） 宮城県地域福祉相互補償、自動車保険料 241,255円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 地代他 2,081,417円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 保険料他 1,384,870円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 借入金利息他 125,709円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　 火災保険他 1,150,846円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 火災保険料他 147,987円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 火災保険料他 457,682円
（たかのす翔裕園有料） 火災保険料他 522,459円
（たかのす翔裕園訪問） 火災保険料他 18,427円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 借入金利息他 236,842円

　　１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 6,000,000円
（栗橋翔裕園） ケアハウス栗橋翔裕園） 6,000,000円

　　事業区分間貸付金 16,366,345円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 栗橋グループﾞﾎｰﾑ翔裕園 16,366,345円

　　事業区分間貸付金

　　拠点区分間貸付金 31,345,256円
（法人本部)                            　 翔裕園　賞与資金分 9,903,712円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 南方ナーシングホーム翔裕園 21,173,888円
（デイサービス爽やかな風） 267,656円

　　サービス区分間貸付金

　　仮払金 1,546,411円
（法人本部)                            　 新卒歓迎会 200,000円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 共助会費 261,500円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職員 100,000円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 職員　夜間タクシー代 5,000円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 奨学金 800,000円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 旅費交通費 23,760円
（たかのす翔裕園有料） 職員年末調整額 132,768円
（たかのす翔裕園訪問） 職員年末調整額 23,383円

1,669,435,336円

　２　固定資産
　　（１）　基本財産　
　　　土　地 631,834,810円
　   （翔裕園） 255,303,283円

① 所　　　在　埼玉県鴻巣市上谷字砂場 188,164,500円
地　　　番　６８７番１
地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　４，００９．００㎡
取得年月日　平成５年１月２０日

② 所　　　在　同　　所 62,925,000円
地　　　番　６８５番

流動資産合計



地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　８４６．２８㎡
所　　　在　同　　所
地　　　番　６８６番１
地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　４５６．１９㎡
取得年月日　平成８年３月６日

③ 所　　在　　同　所 4,213,783円
地　　　番　７１０番２
地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　１０３．０７㎡
所　　在　　同　所
地　　　番　７１０番３
地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　１０２．５３㎡
所　　在　　同　所
地　　　番　７１２番３
地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　１１．０２㎡
所　　　在　同　　所
地　　　番　７１２番４
地　　　目　宅地
地　　　積　公簿　０．４４㎡
取得年月日　平成１７年３月３０日

      (栗橋翔裕園) 31,682,783円
① 所　　　在　埼玉県久喜市栗橋字道下西

地　　　番　３０９番１
地　　　目　宅地
地　　　積　２,２１６．００㎡
取得年月日　平成１７年７月２９日

② 所　　　在　埼玉県久喜市栗橋字道下西
地　　　番　３０３番３
地　　　目　宅地
地　　　積　５５０．００㎡
取得年月日　平成１７年７月２９日

　　 （ケアハウス栗橋翔裕園） 30,067,759円
③ 所　　　在　 埼玉県久喜市栗橋字道下西

地　　　番　 ３０３番１
地　　　目　 宅地
地　　　積　 １，９３５㎡
取得年月日　平成２０年８月８日

　 　(栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園) 9,274,000円
所　　　在　埼玉県久喜市小右衛門字道下
地　　　番　９５１番５
地　　　目　宅地
地　　　積　７６６．４７㎡
取得年月日　平成１５年１１月１４日

      (かわぐち翔裕園) 228,627,985円
所　　　在　埼玉県川口市赤芝新田字甲道下
地　　　番　１１４番１
地　　　目　宅地
地　　　積　５１２６．７５㎡
取得年月日　平成１９年８月３１日

　 　(ｹｱﾎﾃﾙすみさん家) 8,000,000円
① 所　　　在　秋田県北秋田市小森字向長渡

地　　　番　１２番８
地　　　目　宅地
地　　　積　１６８５．６４㎡
取得年月日　平成２０年９月８日

② 所　　　在　秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１０番６
地　　　目　宅地
地　　　積　２５２．１４㎡
取得年月日　平成２０年９月８日

　　 （馬室たんぽぽ翔裕園） 68,879,000円
所　　　在   埼玉県鴻巣市原馬室字後
地　　　番　３３３５番
地　　　目　宅地
地　　　積　４,４７７.64㎡
取得年月日　平成２３年１０月１１日

　 　建　物 5,695,192,185円

　　（翔裕園） 685,036,045円
① 所　　　在　埼玉県鴻巣市上谷字砂場６８７番地１

家屋番号　６８７番地１（新築）
種　　　類　養護所
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建



床　面　積　　 １階  １,３７５．６２㎡
　　　　　　　　　　　　　　     ２階　　９３４．７８㎡
附属建物
種　　　類　ポンプ室
構　　　造　コンクリートブロック造陸屋根平屋建
床　面　積　３９．５５㎡
取得年月日　平成５年８月２０日

② 所　　　在　同　　所６８５番地、６８６番地１
家屋番号　　６８５番（新築）
種　　　類　養護所
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
床　面　積　　 １階　１，０１１．０３㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階　１，０１６．０１㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階　　　１１５．５０㎡
 取得年月日　平成８年１２月１２日

　　 （南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 666,680,141円
所　　　在　宮城県登米市南方町山成前
家屋番号　　７９８番地１
種　　　類　養護院
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床　面　積　　 １階　 ２,０００．７２　㎡
　　　　　　　　                　 ２階   １,７８６．２９　㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階   １,７１９．０２　㎡
取得年月日　平成１７年３月１８日

　　 （南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 52,660,748円
① 所　　　在 　宮城県登米市南方町山成前

家屋番号 　 ８３１番地２
種　　　類　　寄宿舎
構　　　造　　木造合金メッキ鋼板葺平屋建
床　面　積　  ３４０．９７㎡
取得年月日　平成１７年３月１８日

② 所　　　在　   宮城県登米市南方町山成前
家屋番号　 　８２８番地
種　　　類　　寄宿舎
構　　　造　　木造合金メッキ鋼板葺平屋建
床　面　積  　 ３４０．９７㎡
取得年月日　平成１７年３月１８日

　　 （栗橋翔裕園） 568,846,556円

家屋番号　 ３１０番１
種　　　類　 養護所
構　　　造　 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建
床　面　積　 １階　  ２，９２６．６１㎡
　　　　　　　　　　　　　　  ２階　　２,０３１．５９㎡
取得年月日　平成７年１月１０日

　　 （ケアハウス栗橋翔裕園） 367,289,922円

家屋番号　 ３０３番１
種　　　類　 老人ホーム
構　　　造　 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建
床　面　積　 １階　  １,０２９．２３㎡
　　　　　　　　　　　　　　  ２階　　　９２０．７９㎡
取得年月日　平成２２年４月１日

　 　（馬室たんぽぽ翔裕園） 922,854,590円
所　　在　　埼玉県鴻巣市原馬室字後
家屋番号　３３３５番地　
種　　類　　養護所
構　　造　　鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
床面積　　４，５２３．４２㎡　　　　 １階　 １，６１４．８３㎡

２階　 １，６０２．５６㎡
３階　 １，３０６．０３㎡

付属建物1　　　リネン庫
　　　構　　造　　鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
　　　床面積　 　９．94㎡　　　　
付属建物２　　　ゴミ置き場
　　　構　　造　　鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
　　　床面積　 　９．94㎡　　　　
取得年月日　　平成２４年１１月２１日

　 　（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 100,675,176円
所　　在　　埼玉県久喜市小右衛門字道下９５１番地５
家屋番号　９５１番５
種　　類　　養護所
構　　造　　鉄骨造陸屋根２階建
床面積　　　　 １階　３３５．８６㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階　３３８．４１㎡
取得年月日　平成１６年６月２４日

　　 （こうのすタンポポ翔裕園） 988,466,713円

所　　　在　埼玉県久喜市栗橋字道下西

所　　　在　埼玉県久喜市栗橋字道下西３１０番地１



所　　在　　埼玉県鴻巣市郷地字長樋下１７４６番地１
家屋番号　１７４６番１
種　　類　　養護所
構　　造　　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
床面積　　　　 １階　 ３，１９８．５８㎡
　　　　　　　　　　　　　　　 ２階　 ２，０３７．４４㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階　 １，９０９．２１㎡
取得年月日　　平成１９年４月１日

      (かわぐち翔裕園) 1,146,758,522円
所　　　在　埼玉県川口市赤芝新田字甲道下
家屋番号　１１４番１
種　　類　　老人ホーム
構　　造　　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
床面積　　　　 １階　 ２１３７．３２㎡
　　　　　　　　　　　　　　　 ２階　 １９３９．８３㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　 ３階　 １７７２．９１㎡
付属建物
種　　　類　ゴミ置場
構　　　造　鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建
床　面　積　１６．００㎡
取得年月日　平成21年2月28日

　　 （ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 91,196,461円
所　　在　　秋田県北秋田市小森字向長渡
家屋番号　１２番８
種　　類　　老人保健施設
構　　造　　木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建
床面積　　　　 ６９０．８１㎡
取得年月日　　平成21年2月28日

　　 （夢工房翔裕園） 104,727,311円
所　　在　　埼玉県鴻巣市下谷字在家41
家屋番号　51109
種　　類　　作業所
構　　造　　鉄筋造かわらぶき平屋建
床面積　　　４３２．００㎡　
取得年月日　　平成2２年４月１日

6,327,026,995円
　　（２）　その他の固定資産
　 　土　地 543,136,176円
　　 (蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園) 210,000,000円

所　　　在   埼玉県蓮田市大字閏戸字吹上
地　　　番　１，８２６番1
地　　　目　宅地
地　　　積　１,２８７．７６㎡
取得年月日　平成１５年５月３０日

　　（法人本部）　　　　　　　　 47,456,196円
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１０番３
地　　　目　宅地
地　　　積　７４．86㎡
取得年月日　平成２５年３月２９日
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１０番７
地　　　目　宅地
地　　　積　９１．94㎡
取得年月日　平成２５年３月２９日
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１２番１
地　　　目　宅地
地　　　積　３３５６．86㎡
取得年月日　平成２５年３月２９日
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１２番７
地　　　目　鉱泉地
地　　　積　１０．50㎡
取得年月日　平成２５年３月２９日
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１５番３
地　　　目　宅地
地　　　積　１８２３．00㎡
取得年月日　平成２５年３月２９日
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
地　　　番　１６番
地　　　目　宅地
地　　　積　３９６．05㎡
取得年月日　平成２５年３月２９日

　　　（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）
所　　　在   宮城県仙台市青葉区国見六丁目 28,500,000円
地　　　番　１３番２９
地　　　目　山林

基本財産合計



地　　　積　４７０．00㎡
取得年月日　平成２５年４月１５日
所　　　在   宮城県仙台市青葉区国見六丁目
地　　　番　１００６番１
地　　　目　山林
地　　　積　１,７５９．00㎡
取得年月日　平成２５年４月１５日
所　　　在   宮城県仙台市青葉区国見六丁目
地　　　番　１００６番５
地　　　目　山林
地　　　積　２５４．00㎡
取得年月日　平成２５年４月１５日
所　　　在   宮城県仙台市青葉区国見六丁目
地　　　番　１００６番７
地　　　目　山林
地　　　積　２５４．16㎡
取得年月日　平成２５年４月１５日

　 　（関東福祉専門学校） 257,179,980円
所　　　在　 埼玉県鴻巣市中央 117,178,980
地　　　番　 ２０６番１
地　　　目　宅地
地　　　積　 ８５１．４３㎡
取得年月日　平成８年３月６日
所　　　在  　同　　所 140,000,000
地　　　番 　 ９２９番１
地　　　目　 宅地
地　　　積　  ６６６㎡
取得年月日　平成１１年４月１日

　 　建　物 1,972,187,302円
　　　（法人本部）　　　　　　　　 95,796,215円

改修工事　　　　　　　　　　　　　   　　20,863,402円
所　　　在   秋田県北秋田市小森字向長渡
家屋番号　１２番地１ 74,932,813
種　　　類　公衆浴場
構　　　造　鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
床　面　積　 １階　４７３．３６㎡　

　　　（栗橋翔裕園）　　　　　　　　 物置 175,990円
　 　 （ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 物置、介護支援事業所 291,331円
　　 （蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 418,674,162円

所　　　在　埼玉県蓮田市大字閏戸字吹上１８２６番地１
家屋番号　１８２６番１
種　　　類　 病院
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
床　面　積　 １階　１，５７９．９０㎡　

２階　１，５１１．７３㎡
３階　１，４５３．９８㎡

取得年月日　平成９年８月２６日
　 　（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 623,848,942円

所　　　在　埼玉県久喜市小右衛門字道下９５１番地１
家屋番号　９５１番１
種　　　類　老人保健施設
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
床　面　積　 １階　２，０５８．２６㎡　

　　　　　　　　　　　　　　　 ２階　１，９４６．６３㎡
　　　　　　　　　　　　　　　 ３階　１，５６１．４６㎡

取得年月日　平成１１年２月２日
　　　（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 351,424,220円

所　　　在　仙台市青葉区国見六丁目８４番地１号
家屋番号　　８４番地１
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建
床　面　積　 １階　１，２４９．８６㎡　

　　　　　　　　　　　 ２階　　　９６３．９３㎡
３階　　　９６３．９３㎡
４階　　　９３２．３２㎡

地下 １階　１８２．０１㎡
附属建物
種　　　類　倉庫
構　　　造　コンクリートブロック造亜鉛メッキ銅板葺平屋建
床　面　積　８．００㎡
取得年月日　平成９年４月１１日

　　　（夢工房翔裕園） ユニットハウス 345,905円
　 　 （関東福祉専門学校） 312,286,981円

所　　　在　埼玉県鴻巣市中央２０６番地１
家屋番号　　２０６番１ 178,680,314
種　　　類　校舎
構　　　造　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
床　面　積　 １階　 ４６２．１０㎡
　　　　　　　　　　　　　　 　 ２階　 ４６８．７９㎡
　　　　　　　　　　　　　 　 　 ３階　 ４６８．７９㎡
取得年月日　平成８年１２月１０日新築
所　　　在　同　　所９２９番地１
家屋番号　　９２９番１ 133,606,667
種　　　類　体育施設



構　　　造　鉄筋コンクリート造２階建
床　面　積　 　 １階　２９１．２７㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２階　２８４．４６㎡
取得年月日　平成１１年４月１日取得

　　　（訪問介護員養成研修事業） 教室改修工事〔旧所沢教室〕
　　　（こうのすタンポポ翔裕園）　 5,429,585円
　　　（たかのす翔裕園有料） 145,701,802円

所　　在　　秋田県北秋田市小森字向長渡
家屋番号　１５番３
種　　類　　住宅型有料老人ホーム
構　　造　　木造合金メッキ鋼板平屋建
床面積　　　　 ８６９．１５㎡（８５４．３８㎡）
取得年月日　　平成2６年３月３１日

　　　（たかのす翔裕園訪問） 2,519,773円
所　　在　　秋田県北秋田市小森字向長渡
家屋番号　１５番３
種　　類　　住宅型有料老人ホーム
構　　造　　木造合金メッキ鋼板平屋建
床面積　　　　 ８６９．１５㎡（１４．７７㎡）
取得年月日　　平成2６年３月３１日

　　　（翔裕園デイサービス爽やかな風） 改装工事 15,692,396円

　　　構築物 251,363,443円
（翔裕園）　　　　　　　　　        　　 特別浴槽改修工事他 4,245,624円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 ゴミ置き場他 286,058円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 外構他 11,445,534円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　 塗装工事他 52,315,601円
（かわぐち翔裕園）　　 外構他 33,729,812円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 337,481円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 101,626,459円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 植栽他 2,730,787円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 外構他 12,745,715円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 8,008,137円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 2,117,520円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家）　　　　 外構他 2,857,754円

　　　 （たかのす翔裕園有料） 外構 9,690,651円
（たかのす翔裕園訪問） 外構 167,591円
（夢工房翔裕園） 外構他 9,058,719円

　　　機械及び装置 7,996,632円
（法人本部）　　　　　　　　　      　 ファイアウォール装置 371,563円
（翔裕園）　　　　　　　　　　        　 火災報知装置他 162,429円
（かわぐち翔裕園）　　　　　　　　　　        　 特殊浴槽等 2,439,944円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） ４階浴槽薬液児童注入ポンプ 1,048,446円
（夢工房翔裕園） ベーカリーオープン他 3,974,250円

　　　車輌運搬具 4,473,545円
（翔裕園）　　　　　　　　　       　　 日本財団号 1,130,573円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　     送迎車両 1,806,033円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 車両 1円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    車両 1,536,937円
（夢工房翔裕園） 車両 1円

　　　器具及び備品 161,414,876円
（法人本部）　　　　　　　　　      　 マネージメント袖机他 1,032,256円
（翔裕園）　　　　　　　　       　　　 電動式リモコンベッド他 7,774,368円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　     車椅子浴室用搬送車他 6,795,788円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 冷凍庫他 4,639,195円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    二層流し台他 57,356,519円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 電動ベッド他 12,744,534円
（かわぐち翔裕園）　　　　 厨房備品等 8,148,901円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 医療用機械備品・介護備品・事務備品ほか 4,050,914円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） たんぽぽ勤怠管理システム他 2,390,246円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 特殊入浴装置他 4,861,021円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）    　 放送設備　　 31,456円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 事務備品 2,697,005円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　    　　　 事務備品 277,267円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家）　    　　　 家具、介護システム等 15,243,344円
（たかのす翔裕園有料） ユニットバス、照明器具、パントリー 27,744,168円
（たかのす翔裕園訪問） 照明器具、事務用品 117,185円
（関東福祉専門学校）　　　　　  　 実習用機器備品等　 4,440,135円
（夢工房翔裕園） 冷凍庫他 1,070,574円

  　建設仮勘定 61,574,000円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 施設改修工事費 61,574,000円

　　　有形リース資産 33,056,250円
（法人本部）　　　　　　　　　      　 公用車 9,255,750円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　      　 特殊浴槽 5,285,280円
（かわぐち翔裕園）　　　　 6,833,844円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家）　    　　　 介護請求システム 3,068,625円
（たかのす翔裕園有料） 介護請求システム 6,758,253円
（たかのす翔裕園訪問） 介護請求システム 1,854,498円

　　　権　利 134,330,170円
（法人本部）　　　　　　　　　      　 水道加入権(長寿温泉） 162,000円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　      　 電話加入権　４回線 374,920円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　     電話加入権　４回線 1,268,071円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 水道加入権 628,425円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    水道加入権 1,132,476円



（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 水道加入権 1,268,128円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 借地権　㈱蔵屋、NTT東日本　５回線 127,692,569円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 電話加入権 379,320円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 電話加入権、水道加入権 402,201円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家）　    　　　 271,448円
（たかのす翔裕園有料） 水道加入権 145,314円
（たかのす翔裕園訪問） 水道加入権 2,514円
（関東福祉専門学校） 電話加入権 602,784円

　　　ソフトウェア 1,541,433円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　      　 ソフトウェア 1,110,377円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 ソフトウエア 61,425円
（関東福祉専門学校） ソフトウエア 369,631円

　　　差入保証金 112,215,480円
（法人本部）　　 OLSセンタービル15F 11,629,480円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　      　 居宅事務所 152,000円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    80,000円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 ㈲蔵屋 100,000,000円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　 154,000円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 案内標識設置保証金 200,000円

　　　無形リース資産 7,230,906円
（かわぐち翔裕園）　　　　 7,230,906円

　　　修繕費積立資産

　　　長期貸付金 3,373,657円
（法人本部）　                       西部麻衣子、入学金授業料他 2,573,657円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　      　 西山 800,000円

　　　拠点区分長期貸付金 109,285,636円
（法人本部） 南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園 90,948,210円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　      ｹｱﾊｳｽ翔裕園 18,337,426円

　　　退職給付引当資産 140,883,560円
（法人本部） 共助会退職金預け金 5,832,800円
（翔裕園）　　　　 共助会退職金預け金 16,837,800円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　      共助会退職金預け金 12,605,600円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 共助会退職金預け金 4,463,500円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    共助会退職金預け金 11,371,000円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　 共助会退職金預け金 14,383,800円
（かわぐち翔裕園）　　　　 共助会退職金預け金 13,120,200円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 共助会退職金預け金 9,689,100円
（亀岡老人福祉センター） 共助会退職金預け金 364,800円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　 共助会退職金預け金 21,603,200円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 共助会退職金預け金 16,957,840円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）    　 共助会退職金預け金 2,917,400円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 共助会退職金預け金 5,639,120円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 共助会退職金預け金 454,000円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家）　　　　 共助会退職金預け金 1,965,600円
（夢工房翔裕園） 共助会退職金預け金 2,060,600円
（たかのす翔裕園有料） 共助会退職金預け金 88,000円
（たかのす翔裕園訪問） 共助会退職金預け金 20,400円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 共助会退職金預け金 508,800円

　　長期前払費用 1,171,450円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　      　 火災保険 1,157,470円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    13,980円

　　　その他の固定資産 379,616円
（法人本部）　                       絵画・版画 11円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　      保証金 129,585円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 出資金〔埼玉縣信用金庫〕　　　 50,000円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家）　　　　 秋田県信用組合出資金 200,000円
（夢工房翔裕園） ソフトウエア 20円

　　　その他の無形固定資産 289,795円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 ほのぼのＮＥＸＴ　介護保険 123,559円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 賃貸住宅敷金、下水道加入者負担金 166,236円

3,545,903,927円
9,872,930,922円

11,542,366,258円
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債
　　　短期運営資金借入金 167,175,000円

（法人本部)                                    三井住友銀行新宿支店 137,525,000円
（法人本部)                                    新生銀行本店 5,650,000円
（法人本部)                                    埼玉りそな銀行さいたま営業部賞与 15,000,000円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 七十七銀行本店 9,000,000円

　　　事業未払金 264,836,685円
（法人本部）　　　　　　　　　　　　　 本部運営費用 11,072,518円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　　　 施設運営費用 21,965,238円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　　　 施設運営費用 14,538,659円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 施設運営費用 3,495,911円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　　　　 施設運営費用 20,436,608円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　　 施設運営費用 27,696,544円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 施設運営費用他 25,067,813円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 施設運営費用 26,400,924円
（亀岡老人福祉ｾﾝﾀｰ） 施設運営費用 1,752,502円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 施設運営費用 11,447,400円

その他の固定資産合計
固定資産合計

資産合計



（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 施設運営費用 38,586,028円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　 施設運営費用 4,865,615円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 施設運営費用 36,751,007円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　 施設運営費用 3,726,168円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 施設運営費用 6,064,863円
（たかのす翔裕園有料） 施設運営費用 3,689,372円
（たかのす翔裕園訪問） 施設運営費用 766,979円
（関東福祉専門学校）　　　　　　　 2,150,811円
（夢工房翔裕園） 施設運営費用 4,184,621円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 177,104円

　　　1年以内返済予定設備資金借入金 403,230,062円
（法人本部）　　　　　　　　　　　　　 2,255,885円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　　　 10,000,000円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　　　 25,008,400円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 15,960,000円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　　　　 28,392,000円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　 　 61,562,000円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 45,960,000円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 49,560,000円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 57,092,478円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 48,348,000円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　 6,420,000円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 26,261,720円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　 2,904,280円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 7,820,000円
（たかのす翔裕園有料） 3,845,299円
（関東福祉専門学校）　　　　　　　 9,012,000円
（夢工房翔裕園） 1,420,000円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 1,408,000円

　　　1年以内返済予定リース債務 10,214,820円
（法人本部）　　　　　　　　　　　　　 公用車 2,583,000円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　　　　　 1,441,440円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 3,591,000円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 中道リース　介護請求システム 841,680円
（たかのす翔裕園有料） 中道リース　介護請求システム 1,727,820円
（たかのす翔裕園訪問） 中道リース　介護請求システム 29,880円

　　　1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 6,000,000円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 6,000,000円

　　　1年以内返済予定長期未払金 5,606,109円
（たかのす翔裕園有料） 中道リース　 5,552,556円
（たかのす翔裕園訪問） 中道リース　 53,553円

　　　未払費用 190,000,122円
（法人本部）　　　　　　　　　　　　　 共助会掛金 4,485,280円
（翔裕園）　　　　　　　　　　     　  　 社会保険料、給与 25,952,436円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　　　　 社会保険料、給与 22,164,568円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 6,785,091円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　　　　 22,061,680円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　 　 30,007,054円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 20,433,749円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 6,865,120円
（亀岡老人福祉ｾﾝﾀｰ） 148,741円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 23,970,928円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 8,651,000円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　 2,686,000円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 7,556,570円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　 介護職員処遇改善加算、法定福利費 2,469,882円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 2,161,355円
（たかのす翔裕園有料） 43,944円
（たかのす翔裕園訪問） 介護職員処遇改善加算、法定福利費 675,824円
（関東福祉専門学校）　　　　　　　 204,781円
（夢工房翔裕園） 2,036,305円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 639,814円

　　　拠点区分間未払金 62,295円
（翔裕園）　　　　　　　　　　     　  　 夢工房 25,920円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　　　　 夢工房 36,375円

　　　他サービス区分未払金 11,675,836円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　　　 11,675,836円

　　　預り金 △ 2,285,187
（法人本部）　　　　　　　　　　     　 源泉税他 △ 3,016,882
（翔裕園）　　　　　　　　　　     　  　 源泉所得税他 8,424円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　       　　 ケアハウス栗橋翔裕園社会保険料ほか 5,962円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    　 源泉所得税他 525,105円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　 　 源泉所得税他 18,596円
（かわぐち翔裕園）　　　 　 市県民税他 1,021円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 エムシーソリューション 162,547円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 源泉税 2,042円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家)　　　 利用者利用料口座振替手数料 1,188円
（たかのす翔裕園有料） 2,592円
（たかのす翔裕園訪問） 2,484円
（関東福祉専門学校）　　　　　　   510円
（夢工房翔裕園） 源泉税 1,224円

　　　職員預り金 10,782,009円
（翔裕園）　　　　　　　　　　     　  　 市県民税他 1,245,085円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　       　　 市県民税他 941,244円



（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 社会保険料他 279,510円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    　 市県民税他 1,215,538円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　 　 源泉所得税他 1,388,713円
（かわぐち翔裕園）　　　 　 1,199,742円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 2,632,088円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 1,505,441円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　   232,770円
（夢工房翔裕園） 94,318円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 47,560円

　　　前受収益　　　　　 4,320,285円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　       　　 自動販売機協力金 221,130円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　　 東京電力㈱　電柱敷地内設置料 4,500円
（たかのす翔裕園有料） 居室料・管理費・水道光熱費。生活サポート料 3,270,500円
（関東福祉専門学校）　　　　　　  824,155円

　　　前受金 19,604,376円
（関東福祉専門学校）　　　　　　  学生生徒等納付金 19,604,376円

　　　仮受金　　　　　　　 749,124円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　     　 13,960円
（かわぐち翔裕園）　　　 　 61,244円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 673,920円

　　　事業区分間借入金 16,366,345円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　 （栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 16,366,345円

　　　拠点区分間借入金 31,345,256円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　     　 9,903,712円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　 （南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園)　　　 21,173,888円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 翔裕園社会保険料 267,656円

　　　サービス区分間借入金

　　　賞与引当金 124,864,920円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　     　 夏期賞与 15,271,757円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　     　 夏期賞与 10,252,560円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　       　 夏期賞与 3,344,800円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　    夏期賞与 11,812,396円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　　 夏期賞与 14,764,735円
（かわぐち翔裕園）　　　 　 夏期賞与 13,606,709円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 夏期賞与 6,156,363円
（亀岡老人福祉ｾﾝﾀｰ） 夏期賞与 579,858円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 夏期賞与 16,749,000円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 夏期賞与 14,341,000円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　 夏期賞与 1,964,000円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 夏期賞与 9,588,082円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園）　　 夏期賞与 591,960円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 夏期賞与 1,016,045円
（たかのす翔裕園有料） 夏期賞与 282,196円
（たかのす翔裕園訪問） 夏期賞与 102,532円
（関東福祉専門学校）　　　　　　  夏期賞与 1,867,327円
（夢工房翔裕園） 夏期賞与 2,333,600円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 夏期賞与 240,000円

1,264,548,057円
　２　固定負債
　　　設備資金借入金 5,331,906,762円

（法人本部）　　　　　　　　　　     　 秋田信組 135,244,115円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　 独立行政法人　福祉医療機構 10,000,000円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　 独立行政法人　福祉医療機構 92,510,000円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　　 東和銀行北本支店 159,098,400円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　　 埼玉りそな銀行さいたま営業部 452,420,000円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　　 埼玉県信用金庫鴻巣支店 908,516,000円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　 埼玉県信用金庫鴻巣支店 289,664,000円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　 独立行政法人　福祉医療機構 423,240,000円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 埼玉りそな銀行さいたま営業部 1,059,046,000円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 七十七銀行本店 132,360,000円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 埼玉県信用金庫鴻巣支店 462,464,546円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 東日本銀行舎人支店 411,407,000円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園)  東日本銀行舎人支店 70,105,000円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園） 七十七銀行本店 309,665,280円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 七十七銀行本店 28,766,720円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 福祉医療機構，秋田信組 77,220,000円
（たかのす翔裕園有料） 秋田県信組鷹巣支店 171,154,701円
（関東福祉専門学校）　　　　　　  東日本銀行舎人支店 99,133,000円
（夢工房翔裕園） 独立行政法人　福祉医療機構 21,300,000円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 埼玉県信用金庫鴻巣支店 18,592,000円

　　　リース債務 30,622,515円
（法人本部）　　　　　　　　　　　　　　 公用車 6,672,750円
（翔裕園）　　　　　　　　　　　 機械浴槽 3,843,840円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 10,473,750円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 中道リース　介護請求システム 2,454,900円
（たかのす翔裕園有料） 中道リース　介護請求システム 4,963,736円
（たかのす翔裕園訪問） 中道リース　介護請求システム 2,213,539円

　　　拠点区分長期借入金 109,285,636円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　　 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰより借入 18,337,426円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 法人本部　借入金利息 90,948,210円

　　　共助会退職給付引当金 144,050,960円
（法人本部）　　　　　　　　　　　　　　 共助会退職給与引当金 5,832,800円

流動負債合計



（翔裕園）　　　　　　　　　　　 16,837,800円
（栗橋翔裕園）　　　　　　　　 12,605,600円
（ケアハウス栗橋翔裕園）　　　　　　　　　 4,463,500円
（馬室たんぽぽ翔裕園）　　　　　　　 11,371,000円
（こうのすタンポポ翔裕園）　　 14,383,800円
（かわぐち翔裕園）　　　　　 13,120,200円
（国見ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 9,689,100円
（亀岡老人福祉ｾﾝﾀｰ） 361,200円
（蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 21,603,200円
（栗橋ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 16,957,840円
（栗橋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園)  2,917,400円
（南方ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園）　　　 5,640,620円
（南方ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ翔裕園） 454,000円
（ｹｱﾎﾃﾙすみさん家） 1,965,600円
（たかのす翔裕園有料） 88,000円
（たかのす翔裕園訪問） 20,400円
（夢工房翔裕園） 2,060,600円
（関東福祉専門学校）　 3,169,500円
（翔裕園デイサービス爽やかな風） 508,800円

　　　長期未払金 22,636,791円
（たかのす翔裕園有料） 中道リース　 22,266,536円
（たかのす翔裕園訪問） 中道リース　 370,255円

　　　長期預り金 1,842,000円
（たかのす翔裕園有料） 利用者28名　敷金 1,842,000円

5,640,344,664円
6,904,892,721円
4,637,473,537円

　負債合計
差　　　引　　　純　　　資　　　産

　固定負債合計


