
財　　産　　目　　録
社会福祉法人　　大津町社会福祉協議会

平成27年３月３１日現在 (単位：円）

資　　産　　の　　部 金額

１．流動資産

預貯金（普通預金) 熊本県信用組合大津支店 口座番号２９７０５ 42,859,613
熊本県信用組合大津支店 口座番号２９７９７ 4,400,642
肥 後 銀 行 大 津 支 店 口座番号　３０７３ 32,492

未収金 平成27年3月分雇用保険被保険者負担金他41件 13,140,720
未収補助金 平成27年3月分生活管理指導員派遣事業委託料他6件 14,218,405
立替金 老人福祉センター自動券売機つり銭立替金・3月分社会保険料立替金(職員1名分) 39,606
前払金 1,204,151

75,895,629

２．固定資産

(１)基本財産
基本財産特定預金 熊本県信用組合大津支店　口座番号４４０－０３０（定期預金） 1,000,000

基本財産合計 1,000,000
(２)その他の固定資産

車輌運搬具 普通自動車 （ホンダ・ステップワゴン、 熊本500に　759、 1台） 1
軽自動車 （スバル・プレオ、 熊本　41ま9529、 1台） 1
軽自動車 （スバル・サンバ、 熊本　41み6255、 1台） 1
軽自動車 (ホンダ・ライフ、 熊本580い2051、 1台) 1
軽自動車 (ホンダ・ザッツ、 熊本580あ7852、 1台) 1
軽自動車 (ホンダ・ライフ、 熊本580え2730、 1台) 1
軽自動車 （ホンダ・ホビオ、 熊本480い6713、 1台） 1
軽自動車 （ホンダ・ライフ、 熊本580そ5311、 1台） 1
軽自動車 （スズキ・アルト、 熊本480く4958、 1台） 1
軽自動車 （ホンダ・バモス、 熊本580な2363、 1台） 1
軽自動車 （ホンダ・ＮＢＯＸ、 熊本580よ6788、 1台） 451,120
軽自動車 （ホンダ・Ｎ-ｏｎｅ、 熊本581か1959、 1台） 697,813
普通自動車 （日産・キャラバン、 熊本800す8057、 1台） 1,899,072
軽自動車 （スズキ・アルト、 熊本480ち2606、 1台） 620,559

器具及び備品 テレビ (ﾅｼｮﾅﾙ・ｶﾗｰﾃﾚﾋﾞ、21型、 1台） 1
映写機 (北辰・16㎜ｸｾﾉﾝ映写機、 1台） 1
体重計 (日本ｱﾋﾞﾘﾃｨｰ社・ｳｪｲﾄﾛﾝⅡ、 1台） 1
回転式黒板 (ｺｸﾖ・BB-R336、 1台） 1
食器消毒保管庫 (NITCHO・ISC-S5A-G、 1台） 1
浴槽リフト一式 (ﾐﾅﾄｱｸｱﾃｯｸ・ｽﾗｲﾄﾞ式ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ） 1
高齢者片麻痺体験装具一式 1
フルリクライニング車椅子 (多比良FC100 1台） 1
ポータブルＣＤアンプ一式 (松下電器産業㈱WE－360） 1
プロジェクター一式 (ｴﾌﾟｿﾝ・EMP－SI、携帯ｽｸﾘｰﾝKP-80) 1
ポータブルワイヤレスアンプ一式 (松下電器産業㈱WX-282C、ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝWX-4100B） 1
テレビ （Panasonic・TH-42PX70、　　　　　　　　　　　　　　　　1台）1台） 1
パソコン一式 （富士通・FMV-Ｄ3250） 1
テレビ （Panasonic・TH-P46S2、 1台） 21,231
ノート型パソコン (富士通・LIFEBOOK A530/BX、 1台） 7,875
テレビ （Panasonic・TH-P54ＶＴ2、 1台） 61,600
パソコン一式 (富士通・D551/D FMVDH2AOM1) 38,500
ノート型パソコン (富士通・LIFEBOOK A572/E FMVNA6HM、 3台） 115,500
テレビ （Panasonic・TH-L47ET5、 1台） 73,500
ノート型パソコン (エプソン・Endeavor NJ3700E、 1台） 47,632
パソコン一式 (エプソン・Endeavor AT990E) 45,637
テント (かんたんテント3　KA/8WA6.0m×3.0m) 1張) 94,709
パソコン一式 (日本電気㈱・PC-MK33MEZCC8EENXS71、 4台） 269,016
ノート型パソコン (富士通・LIFEBOOK A573/GX、 8台） 558,400
パソコン一式 (富士通・LIFEBOOK A574/HX、 1台） 103,360
プロジェクター一式 (EB1776W,ﾜｲﾔﾚｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰMA-WPR1） 149,695
パソコン一式 (富士通・ESPRIMO D583/HX/C15) 135,135
ノート型パソコン (富士通・LIFEBOOK A574/HX、 2台） 214,786

貸付事業資金貸付金 福祉金庫貸付金（133件） 3,650,500
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金(職員13名分） 45,925,090
財政調整積立預金 財政調整積立金 (熊本県信用組合大津支店、 口座番号440-031) 9,000,000

財政調整積立金 (菊池地域農業協同組合大津中央支所、 口座番号07183397) 10,000,000
財政調整積立金 (肥後銀行大津支店、 口座番号3869270） 4,500,000
財政調整積立金 (肥後銀行大津支店、 口座番号3865876） 1,000,000
財政調整積立金 (肥後銀行大津支店、 口座番号3854524） 4,500,000
財政調整積立金 (肥後銀行大津支店、 口座番号3988038） 5,700,000
財政調整積立金 (肥後銀行大津支店、 口座番号3988041） 3,600,000
財政調整積立金 (熊本銀行大津支店、 口座番号3016701） 2,780,000
財政調整積立金 (熊本第一信用金庫大津支店、 口座番号0155344） 8,500,000

地域福祉振興積立預金 地域福祉振興基金積立金 (熊本銀行大津支店、 口座番号3014768） 7,220,000
地域福祉振興基金積立金 (熊本第一信用金庫大津支店、口座番号0155352） 1,500,000
地域福祉振興基金積立金 (肥後銀行大津支店、 口座番号3992612） 500,000

その他の固定資産合計 113,980,753

114,980,753

190,876,382

負　　　債　　　の　　　部 金額

１．流動負債

未払金 平成27年3月分職員時間外勤務手当他63件 7,049,189
預り金 平成27年3月分職員社会保険料被保険者負担金他8件 664,065

7,713,254

２．固定負債

退職給与引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給与引当金（職員13名分) 45,925,090

45,925,090

53,638,344

137,238,038

平成27年度「社協の保険」掛金他8件
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