
別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目 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 現金手許有高 ― 運転資金として ― ― 228,981

(照光愛育園)  　　　　　　　　137,061
(子どもの家ともいき)     　　  91,920

     普通預金 いちい信用金庫本店営業部　他 ― 運転資金として ― ― 107,115,234

(照光愛育園)  　　　　 　　64,420,641
(子どもの家ともいき)   　　42,694,593

     定期預金 いちい信用金庫本店営業部 ― ― ― 40,033,636

(照光愛育園)  　　　　　 　20,033,636
(子どもの家ともいき)  　　 20,000,000

147,377,851

   事業未収金 愛知県　措置費令和3年度分　他 ― 措置費令和3年度分、一時保護委託料 ― ― 7,820,240

(照光愛育園)  　　　　　    4,260,732
(子どもの家ともいき)　　    3,559,508

   未収金 職員3月分給食費 ― 施設職員給食費 ― ― 387,270

(照光愛育園)  　　　　 　　　 211,510
(子どもの家ともいき)　     　 175,760

   未収補助金 一宮市　児童養護施設補助金 ―
令和3年度一宮市私立児童養護施設補
助金

― ― 1,815,434

(照光愛育園)  　　　　　　  　125,730
(子どもの家ともいき)　　    1,689,704

   前払費用 建物火災保険料、駐車場代 ― 児童養護施設火災保険料等 ― ― 335,834

(照光愛育園)                  335,834

157,736,629

   土地
(子どもの家ともいき)愛知県一宮市西大海
道字東光寺30-2

2021年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

7,813,500 7,813,500

7,813,500

   建物
(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館

1994年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

264,504,000 139,853,954 124,650,046

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
手摺改修　本館ラウンジ

2009年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

462,000 122,730 339,270

流動資産合計

財　産　目　録
令和 4 年  3 月 31 日 現在

Ⅰ 資産の部

 １ 流動資産

小計

 ２ 固定資産

 (１) 基本財産

小計



(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館階段手摺設置工事

2013年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

220,500 43,254 177,246

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
食品庫改修工事

2013年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

955,000 169,830 785,170

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館３階児童居室床工事

2016年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

597,931 78,924 519,007

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館別館渡り廊下庇設置工事

2017年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

577,735 61,431 516,304

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館空調設備

2009年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

9,975,000 8,069,276 1,905,724

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館空調設備(Ⅱ期工事)

2010年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

6,300,000 4,818,975 1,481,025

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館幼児用トイレ改修工事

2013年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

882,000 526,921 355,079

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
本館照明器具取替工事

2016年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

705,480 275,724 429,756

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
厨房エアコン工事

2016年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

907,200 344,431 562,769

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
退所支援施設

1999年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

25,305,000 22,998,104 2,306,896

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
別館

2000年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

45,990,000 39,915,975 6,074,025

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
別館中庭庇新設工事

2014年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

600,000 218,500 381,500

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
別館居室空調設備

2012年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

777,000 481,545 295,455

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
別館照明器具取替工事

2016年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

174,720 68,285 106,435

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
別館改修工事（一時保護専用施設）

2019年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

9,100,000 1,046,500 8,053,500

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
防災備蓄倉庫

2013年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

462,000 461,999 1

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
資料保管倉庫

2019年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

565,920 229,290 336,630

(子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字
裏山15　学習室

2008年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

2,498,750 1,715,882 782,868

(子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字
裏山15　学習室庇工事

2008年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

472,500 324,459 148,041

150,206,747

158,020,247

   建物
(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
コンピューター床組工事

1995年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

1,000,000 999,999 1

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
動力用電源装置

2002年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

346,500 346,499 1

(照光愛育園)愛知県一宮市丹陽町外崎486
揚水ポンプ工事

2019年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

334,400 52,276 282,124

(子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字
裏山15　給排水工事(学習室前)

2008年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

195,951 170,144 25,807

(子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字
裏山15　天井埋込エアコン　幼児室

2011年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

401,200 277,760 123,440

小計

基本財産合計

 (２) その他の固定資産



(子どもの家ともいき)愛知県一宮市春明字
裏山15　非常通報・火災通報装置

2017年度
第１種社会福祉事業である、児童養護
施設等に使用している

405,000 244,687 160,313

591,686

   構築物 (照光愛育園)防球ネット一式　他8件 ― 児童養護施設に供する 18,339,678 11,627,329 6,712,349

(子どもの家ともいき)カーテンゲート(正
門)　他12件

   車輌運搬具 (照光愛育園)トヨタ　ノア　他3台 ― 児童養護施設に供する 15,620,356 15,467,960 152,396

(子どもの家ともいき)トヨタ　ノア　他4台

   器具及び備品 (照光愛育園)非常通報装置　他106件 ― 児童養護施設に供する 53,725,250 45,033,259 8,691,991

(子どもの家ともいき)ステンレス製戸棚
他73件

   建設仮勘定 (子どもの家ともいき)新施設建設着手金他 ― 児童養護施設に供する 23,354,000 23,354,000

   権利 (照光愛育園)電話加入権 ― 児童養護施設に供する 222,768 0 222,768

   ソフトウエア (照光愛育園)栄養計算ソフト　他1件 ― 児童養護施設に供する 1,218,000 1,218,000 0

(子どもの家ともいき)栄養計算ソフト

   退職給付引当資産
一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員
共済会

― 施設職員退職共済法人掛金 ― ― 23,996,790

(照光愛育園)  　　　　　  　9,355,800
(子どもの家ともいき)　　   14,640,990

   人件費積立資産 いちい信用金庫本店営業部　普通預金 ―
人件費に使用する目的のために積み立
てている預金

― ― 12,130,000

(照光愛育園)  　　　　 　  12,130,000

   施設・整備等積立資産 いちい信用金庫本店営業部　普通預金 ―
将来における施設・設備の整備、修繕
の目的のために積み立てている預金

― ― 178,237,666

(照光愛育園)  　　　　　  108,798,211
(子どもの家ともいき)　　   69,439,455

   児童自立支援積立資産 いちい信用金庫本店営業部　普通預金 ―
在園児退所時の自立を支援する目的の
ために積み立てている預金

― ― 14,972,749

(照光愛育園)  　　　　　  　7,968,174
(子どもの家ともいき)　　    7,004,575

   長期前払費用 自動車リサイクル料、建物火災保険料 ― 施設車両リサイクル料、火災保険料 ― ― 771,698

(照光愛育園)  　　　　　  　  715,908
(子どもの家ともいき)　　       55,790

269,834,093

427,854,340

585,590,969

   事業未払金 3月分水道光熱費、給食費　他 ― ― ― 19,781,017

(照光愛育園)  　　　　　  　9,224,968
(子どもの家ともいき)　　   10,556,049

小計

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



   その他の未払金
社会的養護推進計画積立金（施設整備積
立）他

― ― ― 39,505,000

(照光愛育園)  　　　　　   27,060,000
(子どもの家ともいき)　　   12,445,000

 　前受金 (照光愛育園)4月分職員駐車場代 ― ― ― 65,800

   賞与引当金 令和4年夏季賞与令和3年度負担額 ― ― ― 19,266,000

(照光愛育園)　　　　　　　  8,599,000
(子どもの家ともいき)       10,667,000

78,617,817

   退職給付引当金 (照光愛育園)  　　　　　  　9,355,800 ― ― ― 23,996,790

(子どもの家ともいき)　　   14,640,990

23,996,790

102,614,607

482,976,362

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


