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社会福祉法人 勝明福祉会
全体合算
平成26年 3月31日 現在
資 産

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
普通預金

定期預金
定期積金
未収金
立替金
前払金
前払利息
仮払金
経理区分勘定(借方:資金)
経理区分勘定(借方:資金外)
流動資産合計
2．固定資産
(1) 基本財産
建物

・ 負 債 の 内 訳

中国銀行勝間田支店
津山信用金庫勝間田支店
津山信用金庫勝間田支店
津山信用金庫勝間田支店
津山信用金庫勝間田支店
津山信用金庫勝間田支店

普通1055427 8,567,473
普通25247
481,109
普通39456 60,825,017
普通42782
0
普通45837 29,310,944
普通45845 33,499,137

津山信用金庫勝間田支店 普通34105
9,270,404
津山信用金庫勝間田支店 普通43364 38,485,825
津山信用金庫勝間田支店 普通52947 10,371,618
津山信用金庫勝間田支店 普通59509 32,656,834
津山信用金庫勝間田支店 普通63611
1,997,668
勝英農業協同組合
普通20425
0
津山信用金庫勝間田支店 普通52206 10,182,085
津山信用金庫勝間田支店 普通63629
515,014
津山信用金庫勝間田支店 普通63637
169,922
津山信用金庫勝間田支店 普通63506
461,155
津山信用金庫勝間田支店 普通63645
333,148
津山信用金庫勝間田支店 定期預金45205
津山信用金庫勝間田支店 定期積金75109
岡山県国保連合会 他（別添明細表）
ほのか 他 （別添明細表）
綜合警備保障 他
橋本通信工業
（別添明細表）
日用品費

①岡山県勝田郡勝央町美野1877番地
1872番地2，1860番地2所在の建物 家屋番号1877番地
老人ホーム、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄ･亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺二階建
一階床面積
1,700.03平方ﾒｰﾄﾙ
二階床面積
1,236.62平方ﾒｰﾄﾙ
②岡山県勝田郡勝央町美野1877番地
1872番地2，1860番地2所在の建物 家屋番号1877番
老人ホーム付属建物
１．機械・倉庫、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建
床面積
44.15平方ﾒｰﾄﾙ
２．機械室、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平屋建
床面積
8.20平方ﾒｰﾄﾙ
③岡山県勝田郡勝央町美野1879番地3所在の建物
家屋番号1879番3､鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板瓦葺平屋
床面積
392.11平方ﾒｰﾄﾙ
④岡山県勝田郡勝央町美野1109番地1所在の建物
家屋番号1109番1､鉄骨造瓦葺平屋
床面積
451.92平方ﾒｰﾄﾙ
⑤岡山県勝田郡勝央町美野1103番地､
1106番地所在の建物 家屋番号1103番
木造スレート・亜鉛ﾒｯｷ鋼板瓦葺平屋
床面積
204.80平方ﾒｰﾄﾙ
⑥岡山県美作市福本字久保田621番地2所在の建物
家屋番号621番2､木造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平屋建
床面積
79.80平方ﾒｰﾄﾙ
⑦岡山県勝田郡勝央町美野字奥ウラ1101番地2
家屋番号1101番2、事務所、木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平屋建
床面積
30.00平方ﾒｰﾄﾙ
⑧岡山県勝田郡勝央町美野字奥ウラ1111番地1所在の建

第６号様式
(単位：円)
金 額

237,127,353

6,765,094
3,200,000
108,887,795
3,118,808
26,280
113,662
8,000
168,640,126
36,120,134
564,007,252

415,137,701
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社会福祉法人 勝明福祉会
全体合算
平成26年 3月31日 現在
資 産

土地

基本財産合計
(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
権利
ソフトウェア
退職共済預け金
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
未払金
預り金
仮受金
経理区分勘定(貸方:資金)
経理区分勘定(貸方:資金外))
流動負債合計
2．固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

・ 負 債 の 内 訳
家屋番号1111番1ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、
鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板ぶき平屋建
床面積
206.80平方ﾒｰﾄﾙ
建物床面積合計
4,354.43平方ﾒｰﾄﾙ
①岡山県勝田郡勝央町美野1877番所在の宅地
3,594.91平方ﾒｰﾄﾙ
②岡山県勝田郡勝央町美野1878番所在の雑種地
4,944平方ﾒｰﾄﾙ
③岡山県勝田郡勝央町美野1859番所在の雑種地
793平方ﾒｰﾄﾙ
④岡山県勝田郡勝央町美野1855番1所在の山林
212平方ﾒｰﾄﾙ
⑤岡山県勝田郡勝央町美野1860番1所在の山林
5,786平方ﾒｰﾄﾙ
⑥岡山県勝田郡勝央町美野字荒神谷1858番1所在雑種地
3,656平方ﾒｰﾄﾙ
⑦岡山県勝田郡勝央町美野字ｺｯﾄｲ谷1109番地1所在宅地
3,144.95平方ﾒｰﾄﾙ
⑧岡山県勝田郡勝央町美野字大谷1879番地3所在の宅地
2,000.05平方ﾒｰﾄﾙ
⑨岡山県勝田郡勝央町美野1861番地所在のため池
1,301平方ﾒｰﾄﾙ
⑩岡山県勝田郡勝央町美野1862番地所在の堤
233平方ﾒｰﾄﾙ
⑪岡山県勝田郡勝央町美野字奥ｳﾗ1103番地所在の宅地
1,238.00平方ﾒｰﾄﾙ
⑫岡山県勝田郡勝央町美野字奥ｳﾗ1111番1所在の宅地
1,544.00平方ﾒｰﾄﾙ
⑬岡山県勝田郡勝央町美野1101番地2所在の畑
3,276.00平方ﾒｰﾄﾙ
土地面積合計
31,722.91平方ﾒｰﾄﾙ

第６号様式
(単位：円)
金 額

121,936,600

537,074,301
改修工事 他
入浴機器ロベリア昇降浴槽 他
駐車場・車庫 他
エレベーター・火災通報装置 他
ハイエース・ライトエース アルト 他
ナースコール 他
電話加入権・農水管施設移転補償費
他
県民間社会福祉従事者共済制度退職年金

115,555,103
3,911,236
41,079,141
10,510,536
5,808,184
19,569,411
3,226,294
469,875
36,702,326
236,832,106
773,906,407
1,337,913,659

(株)ナリコマエンタープライズ 他（別添明細表）
正職員・臨時職員 源泉所得税 他
創作活動費 （別添明細表）

22,198,209
1,291,825
3,084,206
168,640,126
36,120,134
231,334,500

津山信用金庫 勝間田支店
（南光荘改修工事）

100,000,000
36,702,326
136,702,326
368,036,826
969,876,833
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