財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人

浴光会

（単位：円）

Ⅰ 資産の部
1.基本財産

総
合

合

計

19,197,033,219

計

(1)建物

7,603,378,908
計

5,925,705,151
81,627,691 (保育園施設会計)
660,310,347 (羽生施設会計)
381,421,735 (あじさい苑施設会計)
891,466,821 (病院会計)
1,114,036,875 (ぐみさわ苑施設会計）
1,076,046,314 (かがやき施設会計)
1,638,926,353 (サンライト)
81,869,015 (ひまわり苑施設会計）

(2)土地

計

1,677,673,757
160,000,720 (保育園施設会計)
137,228,447 (羽生施設会計)
441,028,617 (あじさい苑施設会計)
203,278,163 (病院会計)
671,008,899 (ぐみさわ苑施設会計）
65,128,911 (ひまわり苑施設会計）

2.運用財産
(1)現金預金

合

計

11,593,654,311
計

2,332,658,241
623,213,552 (本部会計)
29,467,009 (保育園施設会計)
332,117,623 (羽生施設会計)
111,265,866 (あじさい苑施設会計)
632,823,535 (病院会計)
26,664,602 (浴光訪問看護SS）
270,472,829 (ぐみさわ苑施設会計）
267,456,973 (かがやき施設会計)
22,442,492 (サンライト施設会計)
4,961,227 (ひまわり苑施設会計）
11,772,533 (ひまわり会計）

(2)未収金

計

603,729,533
35,794,758 (本部会計)
900,600 (保育園施設会計)
59,486,184 (羽生施設会計)
15,035,781 (あじさい苑施設会計)
326,585,162 (病院会計)
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8,035,772 (浴光訪問看護SS）
27,937,204 (ぐみさわ苑施設会計）
79,584,110 (かがやき施設会計)
45,986,259 (サンライト施設会計)
4,383,703 (ひまわり苑施設会計）
(3)貯蔵品

計

2,318,431
2,318,431 (病院会計)

(4)仮払金

計

575,611
339,035 (本部会計)
234,076 (病院会計)
2,500 (あじさい施設会計)

(5)前払金

計

18,265,092
58,330 (病院会計)
18,206,762 (サンライト施設会計)

(6)立替金

計

13,808,402
4,667,667 (本部会計)
282,796 (病院会計)
8,824,731 (かがやき施設会計)
33,100 (サンライト会計)
108 (ひまわり苑施設会計）

(7)拠点区分貸付金

計

6,100,000
6,100,000 (かがやき施設会計）

(8)その他の固定資産
建物
建物
建物
建物
建物

計

8,616,199,001
234,572,788 (本部会計)
29,102,327 (保育園施設会計)
122,951,314 (病院会計)
4,705,585 (ひまわり苑施設会計）
114,834,133 (ひまわり会計)

構築物

4,729,463 (本部会計)

構築物

2,132,342 (保育園施設会計)

構築物

2,587,202 (羽生施設会計)

構築物
構築物
構築物

135,829 (あじさい苑施設会計)
1,214,759 (病院会計)
66,757 (ひまわり苑施設会計）

構築物

783,368 (ひまわり会計)

機械及び装置

128,137 (保育園施設会計)

機械及び装置
機械及び装置

78,155,487 (病院会計)
525,385 (ぐみさわ苑施設会計）

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人

浴光会

（単位：円）

車両運搬具

1,502,044 (本部会計)

車両運搬具

4 (羽生施設会計)

車両運搬具

37,371 (あじさい苑施設会計)

車両運搬具
車両運搬具

1,815,403 (病院会計)
440,439 (ぐみさわ苑施設会計）

車両運搬具

41,613 (かがやき施設会計)

車両運搬具

902,500 (サンライト施設会計)

器具及び備品

1,982,738 (本部会計)

器具及び備品

3,159,538 (保育園施設会計)

器具及び備品

6,135,055 (羽生施設会計)

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品

444,168 (あじさい苑施設会計)
2 (浴光訪問看護SS）
27,687,014 (病院会計)
9,893,047 (ぐみさわ苑施設会計）

器具及び備品

16,765,318 (かがやき施設会計)

器具及び備品

25,698,622 (サンライト施設会計)

器具及び備品
土地
土地

875,010 (ひまわり苑施設会計）
186,454,030 (本部会計)
5,835,388 (羽生施設会計)

土地

119,821,669 (病院会計)

土地

161,871,156 (ひまわり会計)

権利

193,037,940 (本部会計)

権利

88,300 (保育園施設会計)

権利

229,320 (羽生施設会計)

権利

152,880 (あじさい苑施設会計)

権利
権利
権利
権利

12,811,323 (病院会計)
170,000,000 (かがやき施設会計)
21,633,300 (サンライト施設会計)
117,008 (ひまわり苑施設会計）

その他積立預金

73,444,840 (保育園施設会計)

その他積立預金

58,600,000 (あじさい苑施設会計)

その他固定資産
その他固定資産
その他固定資産

2,004,644,519 (本部会計)
15,228,636 (羽生施設会計)
247,390 (ぐみさわ苑施設会計）

その他固定資産

8,054,131 (かがやき施設会計)

その他固定資産

8,988,036 (サンライト施設会計)

その他固定資産
その他固定資産

4,846,495,387 (病院会計)
34,438,986 (浴光訪問看護SS）
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Ⅱ 負債の部
1.流動負債

総
合

合

計

3,695,451,206

計

(1)未払金

537,754,659
計

308,632,568
4,585,188 (本部会計)
3,822,771 (保育園施設会計)
61,930,133 (羽生施設会計)
9,388,392 (あじさい苑施設会計)
174,523,627 (病院会計)
6,488,428 (かがやき施設会計)
8,524,618 (サンライト施設会計)
745,892 (ひまわり苑施設会計）
38,623,519 (ぐみさわ苑施設会計）

(2)預り金

計

182,867,372
17,941,222 (本部会計)
66,246 (保育園施設会計)
215,730 (羽生施設会計)
323,700 (あじさい苑施設会計)
219,165 (浴光訪問看護SS）
38,289,532 (病院会計)
393,804 (かがやき施設会計)
178,222 (サンライト施設会計)
104,505,951 (ぐみさわ苑施設会計）
18,200,000 (ひまわり苑施設会計）
2,533,800 (ひまわり会計）

(3)賞与引当金

計

(4)仮受金

計

40,000,000 (病院会計)
154,719
196 (本部会計)
47,870 (病院会計)
106,653 (サンライト施設会計)

(5)借入金
2.固定負債

計
合

(1)設備資金借入金

計

6,100,000 (かがやき施設会計)
3,157,696,547

計

2,341,251,073
544,780,745 (本部会計)
81,480,000 (保育園施設会計)
25,000,000 (羽生施設会計)
22,500,000 (あじさい苑施設会計)
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809,390,328 (かがやき施設会計)
858,100,000 (サンライト施設会計)
(2)事業区分間借入金

計

615,984,021
15,000,000 (保育園施設会計)
483,478,042 (サンライト施設会計)
117,505,979 (ひまわり会計）

(3)退職給与引当金

計

141,861,453
8,484,036 (羽生施設会計)
133,377,417 (病院会計)

(4)その他の固定負債

Ⅲ 差引資本

総

計

合

計

58,600,000 (あじさい苑施設会計)

15,501,582,013

