財 産 目 録
科

摘

額

平成27年3月31日（単位：円）
要

目

金

現金預金

492,865,393 普通預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金

149,000

自動販売機釣銭

定期預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店
売掛金

7,810,915

商品・製品

437,329

原材料

1,191,772

未収金

328,678,823

前払金

4,440,493

470,582,493
22,133,900

福祉施設共済会・昭和商事(株) 火災保険料

835,424,725

流動資産合計
2.固定資産
(1)基本財産
土地

234,653,449 ○ 更級福祉園畑

991㎡

150,000

所在地 長野市信更町赤田字西原242番の4
978㎡

○ 更級福祉園畑

7,471,458

所在地 長野市信更町赤田字前田45番１
842㎡

○ 尚和寮田

1,768,200

所在地 長野市松代町東条字長礼西85番1
262㎡

○ 尚和寮畑

550,200

所在地 長野市松代町東条字長礼175番
○ 尚和寮宅地

8,743.23㎡

224,713,591

所在地 長野市松代町東条字腰巻
94番1・94番4・92番3・4354番2
建物 2,443,735,110 ○ 長野授産所事務所、作業所

783.80㎡

9,667,529

所在地 長野市大字三輪字柳原1252番地1
○ 篠ノ井授産所事務所、作業所
732.63㎡

19,658,715

所在地 長野市篠ノ井小森字川越583番地
○ 松代福祉企業センター事務所、作業所、物置
749.90㎡

14,019,757

所在地 長野市松代町東条字中屋地2523番地2
○ 更級福祉園事務所、寄宿舎、食堂、体育館
1,402.40㎡

106,075,470

所在地 長野市信更町赤田字前田44番地
○ 共和寮療護所、体育館、作業訓練室
2,436.30㎡

69,149,644

所在地 長野市篠ノ井岡田字庚申塔3241番地203

科

目

金

摘

額

要

○ 尚和寮、松代デイサービスセンター老人ホーム
4,242.84㎡

840,115,154

所在地 長野市松代町東条字腰巻94番地1
○ 小田切園管理棟、居住棟、多目的ホール及び作業所
2,234.16㎡

161,458,812

所在地 長野市大字塩生乙字上矢平302番地1
○ 長野授産所七二会分所、作業所
196.34㎡

11,792,400

所在地 長野市七二会字本郷己949番地2
○ いつわ苑療護所

4,482.84㎡

625,546,009

所在地 長野市大字富竹字堰下1570番地3
138.29㎡

○ みくりやホーム養護所

17,408,769

所在地 長野市川中島町御厨1392番地3
942.94㎡

○ 空風工場１棟

148,592,501

所在地 長野市川中島町御厨1392番地10
○ にじいろキッズらいふ養護所

1954.05㎡

358,476,359

所在地 長野市若里六丁目1158番地41
166.99㎡

28,689,144

所在地 長野市差出南二丁目2306番地4
○ サンハイツほしなグループホーム
139.32㎡

33,084,847

○ 差出ホームグループホーム

所在地 長野市若穂保科字中道北3050番地45
基本財産預金

30,000 定期預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店
2,678,418,559

基本財産合計
(2)その他の固定資産
建物

17,775,486

構築物

68,250,695

車輌運搬具

10,322,459

器具及び備品

100,381,174

機械及び装置

38,961,663

権利

7,918,669 ○ ハウスメイト・イズミ 建物賃貸敷金 南俣ホーム

210,000

所在地 長野市大字稲葉南俣2347-5
○ 堀川産業㈱ ガス使用権 南俣ホーム

10,000

所在地 長野市大字稲葉南俣2347-5
○ 宮尾 毅 建物賃借敷金 西寺尾ホーム

240,000

所在地 長野市篠ノ井西寺尾2858番地1
○ 山﨑 進 土地保証料 空風

4,000,000

所在地 長野市川中島町御厨1392番地3
○石坂高志 土地保証料 差出ホーム

1,500,000

所在地 長野市差出南二丁目2306番地4
○長野市上下水道局 給水加入金

958,669

にじいろキッズらいふ
所在地 長野市若里六丁目1158番地41
○北村政幸 土地保証料 サンハイツほしな
所在地 長野市若穂保科字中道北3050番地45

1,000,000

科

目

金

長期貸付金
措置施設繰越特定預金

額

摘

要

17,200,000
695,610,345 定期預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店

647,710,345

普通預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店

47,900,000

移行時特別積立預金

20,157,000 定期預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店

その他の積立預金

649,274,170 定期預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店

479,755,301

普通預金 ㈱八十二銀行長野市役所支店

96,256,751

定期預金 三菱UFJ信託銀行長野支店

23,000,000

普通預金 三菱UFJ信託銀行長野支店

2,418,469

金銭信託 三菱UFJ信託銀行長野支店

47,843,649

退職共済預け金

280,068,340

リサイクル料預け金

466,390

その他の固定資産合計

1,906,386,391

固定資産合計

4,584,804,950

資産の部合計

5,420,229,675

Ⅱ負債の部
1.流動負債
買掛金

12,682,314

未払金

93,035,454

預り金

9,451,322

賞与引当金

105,909,000

流動負債合計

221,078,090

2.固定負債
設備資金借入金

426,796,400

退職給与引当金

292,689,040

固定負債合計

719,485,440

負債の部合計

940,563,530

Ⅲ差引純資産

4,479,666,145

