
1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会
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2019 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 貸借対照表価額

社会福祉法人　宮城厚生福祉会 （単位：円）

減価償却累計額取得価額使 用 目 的 等取得年度場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１　流動資産

現金 36,094
小口現金 467,813
普通預金 七十七銀行仙台原町　№5335400 本部運転資金として 14,307

　                           
普通預金 七十七銀行本店　№7911386　 本部運転資金として 88,518,708
普通預金 七十七銀行本店　№9490051　 本部職員預り金として 81,622,470
普通預金 七十七銀行本店　№7912994　 宮城野の里（ケアハウス宮城野）運転資金と 3,117,219

して                                    
普通預金 七十七銀行本店　№9490353　 宮城野の里（ケアハウス宮城野）運転資金と 386,584

して                                    
普通預金 七十七銀行本店　№7913001　 宮城野の里（福田町デイ１）運転資金として 13,303,928
普通預金 七十七銀行本店　№7912978　 宮城野の里（福田町デイ２）運転資金として 30,051,424
普通預金 七十七銀行本店　№7913079　 宮城野の里（短期福田町）運転資金として 7,738,675
普通預金 七十七銀行本店　№7913117　 宮城野の里（短期福田町）運転資金として 4,464,957
普通預金 七十七銀行本店　№7913061　 宮城野の里（福田町地域包括）運転資金とし 3,686,119

て                                      
普通預金 七十七銀行本店　№7913141　 宮城野の里（居宅宮城野）運転資金として 392,348
普通預金 七十七銀行本店　№7913095　 宮城野の里（ヘルパー宮城野）運転資金とし 3,686,772

て                                      
普通預金 七十七銀行本店　№7917601　 十符・風の音運転資金として 30,572,465
普通預金 七十七銀行本店　№7913133　 くりこまの里(デイサービス１）運転資金と 14,774,280

して                                   
普通預金 七十七銀行本店　№7913150　 くりこまの里(デイサービス２）運転資金と 2,167,696

して                                   
普通預金 七十七銀行本店　№7913109　 くりこまの里（居宅）運転資金として 469,147
普通預金 七十七銀行本店　№7913087　 乳銀杏保育園運転資金として 43,801,725
普通預金 七十七銀行本店　№7913125　 柳生もりの子保育園運転資金として 45,232,546
普通預金 七十七銀行本店　№7917554　 古川ももの木保育園運転資金として 23,240,404
普通預金 七十七銀行本店　№7920857　 下馬みどり保育園運転資金として 23,939,428
普通預金 七十七銀行本店　№7923244　 くさの実保育園運転資金として 7,824,833
普通預金 七十七銀行本店　№7917571　 宮城野児童館運転資金として 20,944,565
普通預金 七十七銀行本店　№7913168　 工房歩歩運転資金として 895,037
普通預金 七十七銀行本店　№9496912　 不動産賃貸事業運転資金として 589,080
普通預金 七十七銀行本店　№7917589　 十符・風の音（デイサービス木の実）運転資 73,513

金として                                
普通預金 七十七銀行本店　№8038899　 田子のまち（特養）運転資金として 29,734,707
普通預金 七十七銀行本店　№8038872　 田子のまち（短期）運転資金として 104,269
普通預金 七十七銀行本店　No.9507906　 宮城野児童館運転資金として 245
普通預金 七十七銀行本店　No.8058598　 古川くりの木保育園運転資金として 22,287,925
普通預金 七十七銀行本店　No.8066493　 てとて（就労）運転資金として 2,464,523
普通預金 七十七銀行本店　No.8078467　 てとて（児童）運転資金として 113,581
普通預金 七十七銀行本店　No.8078459　 てとて（児童）運転資金として 499,368
普通預金 七十七銀行本店　No.8078475　 てとて（児童）運転資金として 66,176
普通預金 七十七銀行本店　No.8078441　 てとて（就労）運転資金として 896,716
普通預金 七十七銀行本店　No.8078483　 てとて（児童）運転資金として 54,046
普通預金 七十七銀行本店　No.5003087　 風の音サテライト史運転資金として 4,483,522
普通預金 七十七銀行本店　No.5024615　 岩切たんぽぽ保育園運転資金として 5,826,383
普通預金 商工中金仙台　№1050460　 本部借入金支払口座として 524,451
普通預金 北日本銀行原町支店　№7020919 本部借入金支払口座として 1,818,568

　                           
普通預金 岩手銀行宮城野支店　№2024021 本部借入金支払口座として 331,965

　                           
普通預金 三菱東京UFJ仙台支店No.0396881 本部借入金支払口座として 100,000

　                           
普通預金 青森銀行仙台支店　No.3023230　 本部借入金支払口座として 728,194
郵便貯金 郵便振替口座　Np.02240-1-44598 寄付受け付け用として 592
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定期預金 商工中金仙台　№0109371　 十符・風の音（特養） 600,000
定期預金 七十七銀行No.3002245 乳銀杏保育園 400
定期積金 北日本銀行原町支店　№7022043 宮城野の里（ケアハウス宮城野の里） 600,000

小 計 523,247,768
事業未収金 国保連介護報酬等 177,643,398
未収金 293,318
未収補助金 600,600
未収収益 4,600
立替金 職員休業、産休健康保険料等立替 1,905,148
前払金 4月分運営資金借入金返済金等 11,192,000
前払費用 保険料及び支払利息前払い等 6,081,450

流 動 資 産 合 計 720,968,282
３　有形固定資産
　基本財産

土地 （宮城野の里）　仙台市宮城野区 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 67,503,690 67,503,690
田子223-1                     、老人短期入所事業に使用している       

土地 （宮城野の里）仙台市宮城野区田 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 74,373,683 74,373,683
子字富里224-1                 、老人短期入所事業に使用している       

土地 （宮城野の里）仙台市宮城野区田 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 74,409,527 74,409,527
子字富里225-1                 、老人短期入所事業に使用している       

土地 （宮城野の里）仙台市宮城野区田 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 17,476,500 17,476,500
子字富里226-1                 、老人短期入所事業に使用している       

土地 （乳銀杏保育園）仙台市宮城野区 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 678,402 678,402
銀杏町107                     している                               

土地 （乳銀杏保育園）仙台市宮城野区 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 385,246 385,246
銀杏町109                     している                               

土地 （乳銀杏保育園）仙台市宮城野区 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 1,056,178 1,056,178
銀杏町6                       している                               

土地 （乳銀杏保育園）仙台市宮城野区 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 46,380,000 46,380,000
銀杏町6                       している                               

土地 （古川ももの木保育園）大崎市古 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 23,184,175 23,184,175
川駅東2-26-2                  している                               

土地 （古川ももの木保育園）大崎市古 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 23,203,860 23,203,860
川駅東2-27-2                  している                               

土地 （古川ももの木保育園）大崎市古 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 43,706,148 43,706,148
川駅東2-23-2                  している                               

土地 （下馬みどり保育園）多賀城市下 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 57,243,711 39,713,711
馬1-51-12                     している                               

土地 （下馬みどり保育園）多賀城市下 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 17,530,000 17,530,000
馬1-104-1                     している                               

土地 （田子のまち）仙台市宮城野区田 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 84,431,425 84,431,425
子字富里139-1                 に使用している                       

土地 （田子のまち）仙台市宮城野区田 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 81,567,174 81,567,174
子字富里153-1                 に使用している                       

土地 （田子のまち）仙台市宮城野区田 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 4,887,001 4,887,001
子字富里295-3                 に使用している                       

土地 （田子のまち）仙台市宮城野区田 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 40,634,538 40,634,538
子字富里139-1                 に使用している                       

土地 （田子のまち）仙台市宮城野区田 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 39,256,052 39,256,052
子字富里153-1                 に使用している                       

土地 （田子のまち）仙台市宮城野区田 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 2,351,980 2,351,980
子字富里295-3                 に使用している                       

土地 （古川くりの木保育園）大崎市古 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 24,701,150 24,701,150
川福沼2-302-23                している                               

土地 （古川くりの木保育園）大崎市古 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 6,634,350 6,634,350
川福沼2-302-1                 している                               

土地 （てとて（児童））大崎市古川福 第2種社会福祉事業である障がい児通所支援 2,560,083 2,560,083
沼2-302-23                    事業施設に使用している                 

土地 （てとて（児童））大崎市古川福 第2種社会福祉事業である障がい児通所支援 447,305 447,305
沼2-302-2                     事業施設に使用している                 
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土地 （てとて（児童））大崎市古川福 第2種社会福祉事業である障がい児通所支援 7,387,612 7,387,612
沼2-302-1                     事業施設に使用している                 

土地 （てとて（就労））大崎市古川福 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 3,886,056 3,886,056
沼2-302-23                    に使用している                         

土地 （てとて（就労））大崎市古川福 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 678,983 678,983
沼2-302-2                     に使用している                         

土地 （てとて（就労））大崎市古川福 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 11,213,961 11,213,961
沼2-302-1                     に使用している                         

小 計 740,238,790
建物 （宮城野の里）仙台市宮城野区田  2000年度 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 674,782,925 297,734,840 377,048,085

子字富里223                   、老人短期入所事業に使用している       
建物  （十符・風の音）宮城郡利府町  2005年度 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに 849,733,606 276,176,504 573,557,102

葉山1-53                     使用している                           
建物 （くりこまの里）栗原市栗駒稲屋  2006年度 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 82,337,000 44,030,443 38,306,557

敷大島東側1-1                 に使用している                         
建物 （乳銀杏保育園）仙台市宮城野区  1981年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 231,305,000 159,875,042 71,429,958

銀杏町7-6                     している                               
建物 （柳生もりの子保育園）仙台市太  2004年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 103,751,000 37,242,234 66,508,766

白区柳生字北20-1              している                               
建物 （古川ももの木保育園）大崎市古  2004年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 106,102,500 35,268,407 70,834,093

川駅東2-10-70                 している                               
建物 （下馬みどり保育園）多賀城市下  2011年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 132,800,173 23,119,346 109,680,827

馬1-10-4                      している                               
建物 （工房歩歩）宮城郡利府町沢乙東  2010年度 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 7,870,612 7,870,609 3

3-3                           に使用している                         
建物 （田子のまち）仙台市宮城野区田  2013年度 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに 1,150,823,112 167,061,137 983,761,975

子字富里153                   使用している                           
建物 （古川くりの木保育園）大崎市古  2014年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 176,979,083 26,546,860 150,432,223

川福沼2-302-23                している                               
建物 （てとて（児童））大崎市古川福  2014年度 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 61,801,240 8,961,173 52,840,067

沼2-302-1                     に使用している                         
建物 （てとて（就労））大崎市古川福  2014年度 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 104,234,130 15,113,943 89,120,187

沼2-302-1                     に使用している                         
建物 （風の音サテライト史）多賀城市  2016年度 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに 236,976,668 41,944,863 195,031,805

伝上山1-10-2                  使用している                           
建物 （岩切たんぽぽ保育園）仙台市宮  2017年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 184,853,222 11,091,192 173,762,030

城野区岩切字三所南88-1        している                               
小 計 2,952,313,678

定期預金 七十七銀行仙台原町支店 寄付者により社会福祉事業に使用することが 3,000,000 3,000,000
指定されている                          

基 本 財 産 合 計 3,695,552,468
　普通財産

土地 （くりこまの里）栗原市栗駒稲屋 2015年度 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 4,383,225 4,383,225
敷後原町21-3                  に使用している                         

小 計 4,383,225
建物 （法人本部）仙台市宮城野区田子  2011年度 法人本部として使用している 18,200,000 8,789,288 9,410,712

字富里153                     
建物 （宮城野の里）仙台市宮城野区田  2000年度 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 281,608,786 276,006,930 5,601,856

子字富里223                   、老人短期入所事業に使用している       
建物 （十符・風の音）宮城郡利府町葉  2005年度 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに 138,091,694 117,896,568 20,195,126

山1-53                        使用している                           
建物 （くりこまの里）栗原市栗駒稲屋  2006年度 第2種社会福祉事業である老人デイサービス 11,437,246 3,834,562 7,602,684

敷大島東側1-1                 に使用している                         
建物 （乳銀杏保育園）仙台市宮城野区  1981年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 2,648,000 2,603,867 44,133

銀杏町7-6                     している                               
建物 （柳生もりの子保育園）仙台市太  2004年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 104,399,000 91,986,810 12,412,190

白区柳生字北20-1              している                               
建物 （古川ももの木保育園）大崎市古  2004年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 35,515,500 32,842,890 2,672,610

川駅東2-10-70                 している                               
建物 （下馬みどり保育園）多賀城市下  2011年度 第2種社会福祉事業である保育園施設に使用 28,679,572 16,557,725 12,121,847
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馬1-51-12                     している                               
建物 （工房歩歩）宮城郡利府町沢乙東  2010年度 第2種社会福祉事業である障がい者支援施設 699,563 464,887 234,676

3-3                           に使用している                         
建物 （くさの実保育園）多賀城市下馬  2011年度 公益事業である保育園施設に使用 19,355,213 4,060,062 15,295,151

1-10-4                        している                      
小 計 85,590,985

建物附属設備 真空管ボイラー 1,684,800 178,728 1,393,191
建物附属設備 園庭外部フェンス 151,200 52,920 98,280
建物附属設備 電気設備工事、給排水設備工事等 585,457,907 185,965,487 399,492,420
建物附属設備 昇降機設備、電灯設備工事、エア 304,127,291 94,743,613 209,383,678

コン等                        
小 計 610,367,569

構築物 外構一式　アスファルト舗装等 120,032,053 50,069,064 69,962,989
小 計 69,962,989

機械及び装置 自動精米機、器具洗浄機、卓上充 てとて就労事業にて使用 15,544,200 7,513,021 8,031,179
填機等                        

小 計 8,031,179
車輌運搬具 スズキワゴンR他28台 利用者送迎用 30,460,436 29,500,072 960,364

小 計 960,364
器具及び備品 ダイニングテーブル、収納設備 31,734,789 18,951,715 12,783,074
器具及び備品 給湯設備 18,148,768 9,384,081 8,764,687
器具及び備品 洗濯機コインランドリーエアコン 16,965,420 12,500,523 4,464,897

類                            
器具及び備品 入浴用リフト一式 30,174,240 22,421,944 7,752,296
器具及び備品 ＰＣ類 16,451,427 10,320,038 6,131,389
器具及び備品 ベッド類 39,770,847 30,841,842 8,929,005
器具及び備品 放送電話設備 16,014,829 8,422,087 7,592,742
器具及び備品 テレビビデオ類 4,795,772 3,453,173 1,342,599
器具及び備品 給食関連器具 25,551,253 16,829,598 8,721,655
器具及び備品 車いす類 1,721,897 1,250,974 470,923
器具及び備品 子ども避難車 2,618,901 2,543,887 75,014
器具及び備品 子ども遊具その他 45,880,191 36,491,133 9,389,058

小 計 76,417,339
有形リース資産 ノートPC、ESシステム、複合機等 20,066,401

小 計 20,066,401
権利 水道敷設利用権 16,839,065 7,829,108 9,009,957

小 計 9,009,957
ソフトウェア ワイズマン在宅ケアシステム 3,012,000 2,257,188 754,812
ソフトウェア 保育システム 1,404,000 777,600 626,400
ソフトウェア 給食システム 1,217,268 717,486 499,782
ソフトウェア 注文管理システム 1,350,000 1,350,000

小 計 1,880,994
投資有価証券 法人本部 宮城民医連事業協　増資分 1,160,000 1,160,000
退職給付引当資産 宮城県民間社会福祉振興会掛金 70,848,279 70,848,279
差入保証金 431,720 431,720
長期前払費用 6,374,605 6,374,605
その他の固定資産 車輛リサイクル料 15,030 15,030
保育所施設設備整備積 定期預金七十七銀行本店 （乳銀杏保育園）将来における保育所施設整 4,000,000 4,000,000
立資                備のために積み立                        
保育所施設設備整備積 定期預金七十七銀行本店 （柳生もりの子保育園）将来における保育所 14,307,203 14,307,203
立資                施設整備のために積み立                  
保育所施設設備整備積 定期預金七十七銀行本店 （古川ももの木保育園）将来における保育所 5,000,000 5,000,000
立資                施設                                    
保育所施設設備整備積 定期預金七十七銀行本店 （下馬みどり保育園）将来における保育所施 12,000,000 12,000,000
立資                設整備のために積み立                    
保育所施設設備整備積 定期預金七十七銀行本店 （古川くりの木保育園）将来における保育所 7,200,000 7,200,000
立資                施設整備のために積み立                  

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 1,008,007,839
固 定 資 産 合 計 4,703,560,307
資 産 合 計 5,424,528,589



1 社会福祉法人　宮城厚生福祉会

貸借対照表科目 貸借対照表価額

（単位：円）

減価償却累計額取得価額使 用 目 的 等取得年度場所・物量等

Ⅱ 負債の部
3　流動負債

その他の未払金 4,358,728
1年内返済設備資金借 七十七銀行本店　 27,321,000
入金               
1年内返済設備資金借 （独）福祉医療機構　 64,860,000
入金               
1年内返済設備資金借 岩手銀行仙台支店　 2,717,000
入金               
1年以内設備資金借入 商工中金仙台支店 1,332,000
金                 
1年内返済長期運営借 七十七銀行本店　 18,668,000
入金               
1年内返済長期運営借 北日本銀行原町支店　 17,940,000
入金               
1年内返済長期運営借 青森銀行 4,342,000
入金               
1年内返済予定リース 平成29年度返済予定リース料 3,794,469
債務               
１年内返済予定長期未 平成29年度返済予定長期未払金 4,501,293
払債務              
未払費用 3月分業者支払分 65,475,367
預り金 職員にかかわる保険料他預り 94,803,753
職員預り金 職員にかかわる保険料他預り 2,000
前受金 589,080
賞与引当金 12,050,000

流 動 負 債 合 計 322,754,690
4　固定負債

設備資金借入金 七十七銀行本店　 449,675,000
設備資金借入金 （独）福祉医療機構　 1,430,205,000
設備資金借入金 （財）宮城厚生協会　 138,000,000
設備資金借入金 岩手銀行仙台支店 31,817,000
設備資金借入金 商工中金仙台支店 16,004,000
長期運営資金借入金 七十七銀行本店　 23,124,000
長期運営資金借入金 北日本銀行原町支店　 62,740,000
長期運営資金借入金 青森銀行仙台支店 10,648,000
リース債務 16,271,932
退職給付引当金 78,588,255
長期未払金 46,578,123

固 定 負 債 合 計 2,303,651,310
負 債 合 計 2,626,406,000
差 引 純 資 産 2,798,122,589


