
現金手許有高

ゆうちょ銀行三沢 （18420-20620191　定期管理用） ゆうちょ銀行三沢支店 事業資金として 16

0

みちのく銀行三沢支店

平成29年3月31日現在

（単位：円）

現金預金

小口現金

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

(602-803532　つばさ生産) 青森銀行三沢支店

流　　動　　資　　産　　合　　計

児童館拠点の事業資金として

(013-4020372　本部会計)

　2　固定資産
　（1）基本財産

青森県信用組合三沢支店

青森銀行三沢支店

(602-599315　安心電話)

青森銀行松園町支店(612-1184298　上久保)

青森県信用組合三沢支店

青森県信用組合三沢支店

青銀三沢支店

事業資金として

(612-111260　松原)

みち銀三沢支店

県信用三沢支店 青森県信用組合三沢支店

青森銀行三沢支店

青森銀行松園町支店

別紙4

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

事業資金として

事業資金として

事業資金として

青森県信用組合三沢支店

小口現金として

事業資金として

事業資金として青銀松園町支店

青銀三沢支店

青森銀行三沢支店

5,894,746
0

青森銀行松園町支店

(013-4585581　岡三沢)

(013-4648929　おおぞら)

事業資金として

事業資金として青森県信用組合三沢支店

1,504,277

事業資金として

事業資金として

0
1,481,000

Ⅰ　資産の部
　1　流動資産

11,002,142

(013-4020350　たすけあい)

事業資金として

1,814,155
978,581

10,517,108

事業資金として

事業資金として

貸借対照表科目

事業資金として

三沢市大字三沢字戸崎101-1552

1,449,729
377,371
611,926

1996年度 就労継続支援事業に使用している 54,353,100 27,736,380 26,616,720

1,570,991
222,276
230,286

39,553,153

1,898,549

1
1

建物付属設備（電気・排水・暖房設備等）

車庫兼倉庫（木造平屋床面積132.49㎡）

1996年度

1996年度

就労継続支援事業に使用している

就労継続支援事業に使用している

同上

基本財産

事 業 未 収 金

未 収 金

15,795,400
8,580,361

15,795,399
8,580,360同上

定期預金

建物（鉄骨平屋床面積330.48㎡）

県信用三沢支店

青銀三沢支店

青銀三沢支店

(602-60855　補助金受入)

青銀松園町支店

青銀松園町支店

みち銀三沢支店（4406031）

(013-4659936　木崎野)

(055-2210932　社保等預かり)

県信用三沢支店 (013-4663674　岡三沢ク)

県信用三沢支店

(602-803529つばさ運営)

(612-124107　古間木)

県信用三沢支店

社会福祉法人名　　三沢市社会福祉協議会　

県信用三沢支店

基　　本　　財　　産　　合　　計 27,616,722

建物（本部拠点会計）

貸借対照表価額

普通預金

1,000,000みちのく銀行三沢支店



運用果実を図書購入助成事業へ配分

定期預金

職員退職時の退職金

10,000,000運用果実を図書購入助成事業へ配分

2001・2003年度 就労継続支援事業に使用している

三沢市幸町3丁目11-5

三沢市大字三沢字戸崎101-1552

修繕積立資産（就労支援拠点会計）

運用果実を図書購入助成事業へ配分

退職給付引当資産（本部拠点・就労支援拠点会計）

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 全国社会福祉協議会

構築物（就労支援拠点会計）

空き缶処理場ほか2件

器具及び備品（本部拠点・就労支援拠点会計）

ワイヤレスアンプほか25件

運用果実を図書購入助成事業へ配分 20,000,000

愛の輪基金積立資産（本部拠点会計）

定期預金

みちのく銀行三沢支店みち銀三沢支店（4476553）

県信用三沢支店（2126758-0507555） 青森県信用組合三沢支店

更衣室等プレハブ2棟

建物（就労支援拠点会計）

　（2）その他の固定資産

三沢市大字三沢字戸崎101-1552 1998・2005年度 就労継続支援事業に使用している 850,500 823,724 26,776

三沢市幸町3丁目11-5 1998～2012年度 地域福祉活動に使用している 12,611,545 12,611,539 6

823,048
車両運搬具（本部拠点・就労支援拠点会計）

マイクロバスほか5台 三沢市大字三沢字戸崎101-1552 2000～2014年度 就労継続支援事業に使用している 12,422,937 11,062,132 1,360,805

日産キャラバンほか6台

11,434,500 11,119,005 315,495

機会及び装置（就労支援拠点会計）

空き缶処理機械ほか4台 三沢市大字三沢字戸崎101-1552 2000・2012年度 就労継続支援事業に使用している 34,592,000 33,768,952

1984～1998年度 実施事業に使用している 6,032,862 6,032,837 25

パイプハウスほか22件 三沢市大字三沢字戸崎101-1552 1995～2014年度 実施事業に使用している 12,728,500 12,395,641 332,859

短期貸付金（本部拠点会計）

たすけあい金庫貸付金 三沢市幸町3丁目11-5 たすけあい金庫貸付事業貸付金 1,802,000

34,518,370
民間社会福祉事業職員共済制度積立基金 青森県社会福祉協議会 職員退職時の退職金 10,645,651

10,000,000
ゆうちょ銀行三沢支店（18420-20620191） ゆうちょ銀行三沢支店 運用果実を図書購入助成事業へ配分 5,000,000

みち銀岡三沢支店（4302125） みちのく銀行岡三沢支店

7,000,000

青銀松園町支店（3040462） 青森銀行松園町支店 運用果実を図書購入助成事業へ配分 4,000,000

青銀三沢支店（3050431） 青森銀行三沢支店

みち銀三沢支店（4546285） みちのく銀行三沢支店 運用果実を図書購入助成事業へ配分

522,701

人件費積立資産（就労支援拠点会計）

10,000,000

みち銀三沢支店（4546272） みちのく銀行三沢支店 運用果実を図書購入助成事業へ配分 4,000,000

普通預金

青銀三沢支店（602-599253） 青森銀行三沢支店 基金へ積立

青銀松園町支店（3026319） 青森銀行松園町支店 人件費不足の事態に備えた積立 26,000,000

定期預金

青銀松園町支店（302699・3026335） 青森銀行松園町支店 施設の大規模修繕に備えた積立 38,900,000



234,106,705

青森県信用組合三沢支店 児童館拠点の事業資金として 1,476,000

その他の固定資産合計

301,276,580

　2　固定負債
退職給付引当金 職員

245,542,428　　　差　　　　引　　　　純　　　　財　　　　産

261,723,427

負　　　　　　　債　　　　　合　　　　　計 55,734,152

流　　動　　負　　債　　合　　計

固　　定　　資　　産　　合　　計

資　　　　　産　　　　　合　　　　　計
Ⅱ　負債の部
　1　流動負債

固　　定　　負　　債　　合　　計 52,664,161

39,900,000

施設設備に備えた積立

青銀松園町支店（3026306・3026322） 青森銀行松園町支店 固定資産・備品等の故障に備えた積立

1,558,969

青銀松園町支店（3026377） 青森銀行松園町支店 新体系に移行した際の積立 2,000,000

青銀松園町支店（3032864） 青森銀行松園町支店

備品等購入積立資産（就労支援拠点会計）

定期預金

施設設備整備積立資産（就労支援拠点会計）

定期預金

移行時特別積立資産（就労支援拠点会計）

定期預金

平均工賃積立資産（就労支援拠点会計）

定期預金

青銀松園町支店（3026364） 青森銀行松園町支店 利用者への工賃不足に備えた積立 2,400,000
地区社協活動資金（本部拠点会計）

普通預金

県信用三沢支店（4020372） 青森県信用組合三沢支店 地区社協活動経費のための原資 3,000,000

その他の未払い金（本部拠点会計）

仮受金 青森県信用組合三沢支店 たすけあい金庫償還金

預かり金（本部拠点会計） 青森県信用組合三沢支店 配食本人負担、パス券購入本人負担分

職員預かり金（本部拠点会計） みちのく銀行三沢支店 社会保険、雇用保険、退職積立金

52,664,161

18,000
1,570,991
5,000

3,069,991


