
（単位：円）

貸借対照表科目 取得年度 使用目的等 取得価格 減価償却累計額 貸借対照表価格

Ⅰ　資産の部

　1　流動資産

　　現金 542,416

法人本部 86,316

特別養護老人ホーム 都和のはな 21,039

介護老人保健施設西の京 77,009

グループホーム 都和のはな 76,177

ケアステーション虹の家 12,990

白い鳩保育園 47,001

洛西保育園 39,603

あらぐさ保育園 38,009

青い空保育園 70,702

パーチェ 33,570

第二パーチェ 20,000

パーチェ梅小路 20,000

　　普通預金 453,096,698

京都銀行 本店営業部 55,396,677

京都銀行 太秦安井支店 65,986,730

滋賀銀行 北大路支店 5,800

特別養護老人ホーム 都和のはな 京都銀行 太秦安井支店 8,798,721

京都銀行 太秦安井支店 93,571,789

京都銀行 太秦安井支店 629,999

京都銀行 太秦安井支店 3,137,156

ゆうちょ銀行 2,131,331

ゆうちょ銀行 　振替口座 19,379,780

グループホーム 都和のはな 京都銀行 太秦安井支店 87,867

京都銀行 太秦安井支店 15,361,924

京都銀行 亀岡支店 1,135,322

京都銀行 西陣支店 6,483,640

京都中央信用金庫 金閣寺支店 37,930,933

洛西保育園 京都銀行 太秦安井支店 25,324,860

あらぐさ保育園 京都信用金庫 吉祥院支店 17,700,549

青い空保育園 京都銀行 吉祥院支店 15,128,269

パーチェ 京都銀行 太秦安井支店 14,933,697

第二パーチェ 京都銀行 太秦安井支店 45,571,569

パーチェ梅小路 京都銀行 太秦安井支店 16,234,441

児童相談支援パーチェ 京都銀行 太秦安井支店 8,165,644

　　定期預金 70,000,000

法人本部 京都銀行 太秦安井支店 40,000,000

洛西保育園 京都銀行 太秦安井支店 30,000,000

　　事業未収金 135,372,824

　　未収金 613,282

　　未収補助金 40,289,578

　　立替金 528,093

　　前払金 523,259

　　前払費用 2,732,693

　　仮払金 207,249

703,906,092

　2　固定資産

　（1）基本財産

　　土地

　　　①京都市中京区西ノ京小堀池町１６番地所在の洛西保育園

　　　　敷地  　　　　　　７２７．００㎡ 平成１０年 保育事業 85,002,000 85,002,000

　　　②京都市北区紫野西土居町１番地の２０所在の白い鳩保育園

　　　　敷地　　　　　　　４９５．８６㎡ 平成１０年 保育事業 84,262,184 84,262,184

　　　③京都市北区紫野西土居町１番地の２１所在の白い鳩保育園

　　　　敷地　　　　　　　１０９．０９㎡ 平成１０年 保育事業 18,537,816 18,537,816

　　　④京都市南区吉祥院九条町７番地所在のあらぐさ保育園

　　　　敷地　　　　　　　２５１．２３㎡ 平成１０年 保育事業 46,700,000 46,700,000

　　　⑤京都市北区衣笠荒見町１８番地の２所在の白い鳩保育園

    　  敷地　　　　　　　 ９９．１７㎡ 平成１０年 保育事業 59,156,970 59,156,970

　　　⑥京都市中京区西ノ京小堀池町５番地の３所在の「西の京」

　　　　敷地　　　　　　　３０１．４３㎡ 平成１１年 介護事業 34,616,300 34,616,300

　　　⑦京都市中京区西ノ京小堀池町１１番地の２所在の「西の京」

　　　　敷地　　　　　　　５７３．５７㎡ 平成１１年 介護事業 6,140,000 61,400,000

　　　⑧京都市中京区西ノ京小堀池町３７番地所在の「西の京」

　　　　敷地　　　　　　　　１４．７５㎡ 平成１２年 介護事業 1,216,875 1,216,875

　　　⑨京都市南区吉祥院九条町６番地７所在のあらぐさ保育園園庭

　　　　敷地　　　　　　　　７８．３８㎡ 平成１６年 保育事業 14,720,112 14,720,112
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　　　⑩京都市中京区西ノ京小堀池町３番地の４所在の土地

　　　　敷地　　    　　１１９０．０８㎡ 平成１７年 介護事業 165,234,502 165,234,502

　　　⑪京都市中京区西ノ京小堀池町11-5、11-6、27-4所在の土地

　　　　敷地　　    　　　１５５．６８㎡ 平成２１年 介護事業 4,841,025 4,841,025

　　　⑫京都市中京区西ノ京小堀池町38所在の土地

　　　　敷地　　    　　　   ９．９８㎡ 平成２３年 保育事業 696,604 696,604

　　　⑬京都市南区吉祥院九条町6-5,6-6所在の土地

　　　　敷地　　　　　　 １６１．６４㎡ 平成２６年 保育事業 30,744,178 30,744,178

　　　⑬京都市北区紫野西土居町1-122所在の土地

　　　　敷地　　　　　　 １５７．１５㎡ 平成２８年 保育事業 25,126,587 25,126,587

　　建物

   　　①京都市中京区西ノ京小堀池町１６番地所在の鉄筋コンクリート造

　　　　　　陸屋根２階建洛西保育園園舎１棟　　２４７．４３㎡ 平成１０年 保育事業 83,392,400 26,133,172 57,259,228

　　　②京都市中京区西ノ京小堀池町１６番地所在の鉄筋コンクリート造

　　　　　　陸屋根地下１階付階６階建洛西・西の京　　　　園舎１棟　１３５２．２８㎡ 平成１０年 介護・保育事業 46,804,450 43,060,093 3,744,357

　　　③京都市北区紫野西土居町１番地の２０、２１及び京都市北区衣笠荒見町

　　　　　　１８番地２所在の鉄筋コンクリート造陸屋根４階建白い鳩保育園

　　　　　　園舎１棟　　　７４７．８６㎡　　　　　附属建物　　　　２９．８１㎡ 平成１３年 保育事業 253,504,685 94,171,752 159,332,933

　　　④京都市南区吉祥院九条町７番地所在の鉄筋コンクリート造

　　　　　　陸屋根３階建あらぐさ保育園園舎１棟　　　３９４．７２㎡ 平成１４年 保育事業 92,457,883 28,307,206 64,150,677

　　　⑤京都市中京区西ノ京小堀池町１１番地２、５番地３，１６番地、３７番地所在

　　　　　　の鉄筋コンクリート造陸屋根６階建「西の京」１棟　　　２９２４．６４㎡ 平成１０年 介護事業 531,380,726 330,497,133 200,883,593

　　　⑥京都市中京区西ノ京小堀池町３番地4所在の鉄筋コンクリート造

　　　　    陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき地下１階付３階建「老人福祉施設・保育所」

　　　　　　１棟　　　１９６３．８５㎡ 平成２３年 介護・保育事業 319,435,667 53,680,602 265,755,065

　　　⑦京都市南区吉祥院菅原町22番地1、22番地2所在の鉄筋コンクリート造

　　　　　　陸屋根２階建青い空保育園園舎１棟　　５０７．００㎡ 平成29年 保育事業 34,597,555 8,453,385 26,144,170

　　建物付属設備 72,678,876

1,482,204,052

　（2）その他の固定資産

　　建物 110,123,669

　　構築物 8,639,071

　　車両運搬具 1,839,164

　　器具及び備品 16,576,271

　　有形リース資産 1,753,920

　　権利 27,000

　　ソフトウェア 3,870,673

　　長期貸付金 53,460

　　その他の積立資産 208,996,160

白い鳩保育園 京都銀行 西陣支店 35,689,160

洛西保育園 京都銀行 太秦安井支店 149,000,000

あらぐさ保育園 京都信用金庫 吉祥院支店 24,307,000

　　差入保証金 300,000

　　長期前払費用 6,419,140

　　その他の固定資産 130,000

358,728,528

1,840,932,580

2,544,838,672

Ⅱ　負債の部

　1　流動負債

　　事業未払金 33,981,932

　　その他の未払金 16,212,536

　　１年以内返済予定設備資金借入金 43,280,000

　　１年以内返済予定リース債務 751,680

　　未払費用 28,696,331

　　預り金 2,686,681

　　職員預り金 11,312,516

　　利用者等預り金 2,224,667

　　賞与引当金 53,521,167

192,667,510

　2　固定負債

　　設備資金借入金 280,428,000

　　リース債務 1,002,240

　　退職給付引当金 170,635,242

452,065,482

644,732,992

1,900,105,680
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