
別紙４

　　（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 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

普通預金 四国銀行南国支店他 － 運転資金として － － 729,078,086
定期預金 四国銀行南国支店他 － 運転資金として － － 24,000,000

753,078,086
事業未収金 拠点本部他 － ３月分介護報酬等 － － 247,044,577
未収補助金 拠点こくふ他 － 高知県他補助金 － － 444,000
立　替　金 拠点本部他 － 雇用保険料他 － － 443,476
前 払 費 用 拠点本部他 － 長期火災保険他 － － 1,462,292
仮　払　金 拠点本部 － 消費税中間納付 － － 770,300

1,003,242,731

　　土　地
(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-1

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 32,844,000

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 17,010,000

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲566

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設ステージ桜が丘等に使用している

－ － 2,289,350

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲567

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設ステージ桜が丘等に使用している

－ － 2,148,300

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲568-2

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設ステージ桜が丘等に使用している

－ － 943,950

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-2

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 16,995,420

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲614-1

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 14,960,000

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲614-2

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 7,196,000

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲615

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 23,206,402

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲615

－
第2種社会福祉事業である､支援ｾﾝﾀｰやな
がれに使用している

－ － 9,977,339

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲615

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 5,548,259

(拠点本部)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲617

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 2,382,000

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 17,709,000

(拠点桜が丘)
高知県安芸市西浜2373

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設ステージ桜が丘等に使用している

－ － 144,090,828

(拠点やながれ)
高知県安芸市西浜2373

－
第2種社会福祉事業である､小規模多機能
型居宅介護事業所南風に使用している

－ － 19,407,218

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字宮の後269-1

－
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｳｨｰﾙ社に使用している

－ － 19,044,656

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字宮の後269-1

－
第2種社会福祉事業である､障害者福祉ﾎｰ
ﾑｺｰﾎﾟﾗｽこくふに使用している

－ － 23,537,344

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

－ － 53,200,000

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-3

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

－ － 1,500,000

(拠点こくふ)
高知県南国市国分字横落879

－
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｳｨｰﾙ社に使用している

－ － 762,300

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字東海谷1244-1

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

－ － 16,727,400

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字東海谷1244-1

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

－ － 1,849,400

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字東海谷1244-1

－
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

－ － 1,849,400

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字古川1281-1

－
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

－ － 20,189,259

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字古川1281-3

－
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

－ － 231,472

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字八反田1345-1

－
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

－ － 6,259,400

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字東海谷1237

－
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

－ － 12,414,200

474,272,897

　　建　物
(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

1981年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

209,400,000 202,602,406 6,797,594

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

1982年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

3,000,000 2,834,797 165,203

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

1988年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

3,799,620 2,886,716 912,904

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

1989年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

11,258,455 11,258,454 1

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

2009年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

6,615,000 4,465,061 2,149,939

流動資産合計
　2固定資産
(1)基本財産

小計

令和4年3月31日現在

財　　　　　産　　　　　目　　　　　録

Ⅰ　資産の部
　１流動資産

小計

社会福祉法人土佐厚生会



貸借対照表科目 場所・物量等 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

　　建　物
(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

2015年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

845,100 347,430 497,670

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

2017年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

16,720,344 4,866,205 11,854,139

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1

1992年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

361,105,149 275,042,313 86,062,836

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字古道西ノ入口甲618-1

1993年度
第2種社会福祉事業である､支援ｾﾝﾀｰやな
がれに使用している

44,239,751 32,146,821 12,092,930

(拠点やながれ)
高知県安芸市西浜2373

2020年度
第2種社会福祉事業である､小規模多機能
型居宅介護事業所南風に使用している

116,634,347 3,953,978 112,680,369

(拠点やながれ)
高知県安芸市西浜2373

2021年度
第2種社会福祉事業である､小規模多機能
型居宅介護事業所南風に使用している

1,057,617 96,948 960,669

(拠点桜が丘)
高知県安芸市西浜2373

2020年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設ステージ桜が丘等に使用している

865,963,353 29,356,733 836,606,620

(拠点桜が丘)
高知県安芸市西浜2373

2021年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設ステージ桜が丘等に使用している

10,932,383 911,031 10,021,352

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

1988年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

328,579,000 285,802,129 42,776,871

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

1989年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

6,437,500 5,463,137 974,363

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

1990年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

253,028,750 204,780,518 48,248,232

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

1993年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

37,498,180 28,219,867 9,278,313

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2006年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

22,555,890 21,315,267 1,240,623

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2009年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

1,680,000 1,293,600 386,400

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2014年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

39,331,800 19,862,559 19,469,241

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2015年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

7,773,840 3,282,288 4,491,552

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2016年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

2,743,200 929,640 1,813,560

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2017年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

239,220 215,298 23,922

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字王子ノ後290-2

2021年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

27,709,000 256,564 27,452,436

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字宮の後269-1

1992年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｳｨｰﾙ社に使用している

94,737,565 75,386,998 19,350,567

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字宮の後269-1

2011年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｳｨｰﾙ社に使用している

23,001,300 5,946,908 17,054,392

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字宮の後269-1

2012年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｳｨｰﾙ社に使用している

1,273,752 502,420 771,332

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山字宮の後269-1

2020年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｳｨｰﾙ社に使用している

10,098,000 323,653 9,774,347

(拠点こくふ)高知県南国市左右山字宮の
後269-1(家屋番号269番1の2)

1994年度
第2種社会福祉事業である､障害者福祉ﾎｰ
ﾑｺｰﾎﾟﾗｽこくふに使用している

144,072,580 106,063,174 38,009,406

(拠点こくふ)高知県南国市左右山字宮の
後269-1(家屋番号269番1の2)

2011年度
第2種社会福祉事業である､障害者福祉ﾎｰ
ﾑｺｰﾎﾟﾗｽこくふに使用している

11,270,700 11,270,698 2

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

1996年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

676,482,627 522,109,080 154,373,547

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2003年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

56,280,000 30,244,422 26,035,578

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2007年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

26,145,000 24,837,750 1,307,250

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2012年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

27,577,200 7,129,961 20,447,239

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2015年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

1,611,900 698,490 913,410

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2016年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

36,180,000 4,870,383 31,309,617

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2018年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

399,600 187,312 212,288

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2021年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

64,741,600 830,019 63,911,581

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1244-1

2009年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

19,950,000 10,875,450 9,074,550

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1237

2005年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

58,662,500 31,498,953 27,163,547

(拠点とさ)
高知県土佐市波介1237

2014年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

10,838,100 5,020,554 5,817,546

(拠点とさ)
高知県土佐市波介字古川1281-1

2016年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ｶﾄﾚｱに使用している

8,573,904 2,857,965 5,715,939

3,651,043,827 1,982,843,950 1,668,199,877

2,142,472,774基本財産合計

小計



貸借対照表科目 場所・物量等 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

　　土地
(拠点本部)
高知県南国市左右山王子ノ後290-1

－
ﾓﾃﾞﾙ住宅 第1種社会福祉事業である､障
害者支援施設こくふ等に使用している

－ － 55,194,000

(拠点本部)高知県安芸市赤野字古道西ﾉ入口
甲645-13

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 583,000

(拠点本部)高知県安芸市赤野字古道西ﾉ入口
甲643-4

－
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

－ － 267,000

(拠点本部)
高知県南国市左右山王子ノ後290-4

－
ﾓﾃﾞﾙ住宅 第1種社会福祉事業である､障
害者支援施設こくふ等に使用している

－ － 726,000

(拠点本部)
高知県高知市栄田町3丁目202番

－ 法人本部に使用している － － 24,836,663

(拠点本部)
高知県土佐市塚地中スカ1116-2・1116-8

－ 法人本部に使用している － － 4,085,000

(拠点本部)
高知県高知市新本町2丁目2513

－ 法人本部に使用している － － 23,787,500

(拠点本部)
高知県高知市新本町2丁目2515-1

－ 法人本部に使用している － － 810,106

(拠点本部)
高知県土佐市塚地字中スカ1113-7

－ 法人本部に使用している － － 1,633,000

111,922,269

　　建　物
(拠点本部)
高知県南国市左右山王子ノ後290-1

2002年度
ﾓﾃﾞﾙ住宅 第1種社会福祉事業である､障
害者支援施設こくふ等に使用している

10,000,000 9,599,999 400,001

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山王子ノ後290-2-2

1988年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

2,155,000 2,068,799 86,201

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲563

1982年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

330,040,000 308,286,298 21,753,702

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲563

1988年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

10,446,920 8,282,265 2,164,655

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲563

1989年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

13,842,645 13,842,644 1

(拠点桜が丘)
高知県安芸市赤野字九軒町甲563

2004年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

4,059,615 1,814,929 2,244,686

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲617

1985年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

3,860,000 3,859,997 3

(拠点本部)
高知県土佐市塚地中スカ1113-7

2009年度 法人本部に使用している 1,387,000 1,386,999 1

(拠点本部)
高知県土佐市塚地中スカ1113-7

2010年度 法人本部に使用している 2,608,289 2,608,286 3

(拠点本部)
高知県土佐市塚地中スカ1116-2

2009年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

5,230,000 5,229,999 1

(拠点本部)
高知県土佐市塚地中スカ1116-2

2009年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設とさ等に使用している

2,865,975 2,865,973 2

(拠点本部)高知県高知市新本町2丁目2513
(家屋番号2513番)

2020年度 法人本部に使用している 33,770,362 2,936,552 30,833,810

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山王子ノ後290-3

1992年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

1,802,500 1,582,750 219,750

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山王子ノ後290-3

2010年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

338,100 268,578 69,522

(拠点こくふ)
高知県南国市左右山王子ノ後290-3

2015年度
第1種社会福祉事業である､障害者支援施
設こくふ等に使用している

532,872 463,087 69,785

(拠点こくふ)
高知県長岡郡大豊町高須231

2018年度
第2種社会福祉事業である､障害者就労継
続支援B型事業所ﾌｧｰｽﾄに使用している

2,048,598 489,386 1,559,212

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

2001年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

1,911,000 759,027 1,151,973

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

2003年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

998,000 997,999 1

(拠点やながれ)
高知県安芸市赤野字九軒町甲561-2

2010年度
第1種社会福祉事業である､特別養護老人
ﾎｰﾑ八流荘等に使用している

966,000 713,726 252,274

428,862,876 368,057,293 60,805,583

　　構築物 拠点本部他 － 物置、倉庫他 29,033,822 18,566,321 10,467,501

　　機械及び装置 拠点とさ － 乾燥機ユニット他 13,431,224 13,052,595 378,629

　　車両運搬具 拠点本部他　車両NO.高知880ｱ522他 － 利用者送迎用他 76,877,235 72,245,590 4,631,645

　　器具及び備品 拠点本部他 － パソコン他 470,500,103 384,141,997 86,358,106

　　権利 拠点本部他 － 賃貸家屋敷金他 28,484,466 33,660 28,450,806

　　ソフトウェア 拠点本部他 － 会計ソフト他 35,248,836 23,940,883 11,307,953

退職給付引当資産 拠点本部他 －
退職金の支払の充てるため積立てた現金
預金

－ － 69,799,237

役員退職慰労引当資産 拠点本部 －
退職金の支払の充てるため積立てた現金
預金

－ － 6,921,810

移行時特別積立資産
拠点こくふ

普通預金 四国銀行南国支店
－

将来における施設・設備等の整備のため
に積み立てている定期・普通預金

－ － 2,360,770

介護施設積立資産
拠点やながれ

普通預金・定期預金 四国銀行安芸支店他
－

将来における人件費等のために積み立て
ている定期・普通預金

－ － 272,098,000

支援施設積立資産
拠点こくふ他

普通預金 四国銀行南国支店
－

将来における人件費等のために積み立て
ている普通預金

－ － 595,347,000

就労支援事業積立資産
拠点こくふ他

普通預金 四国銀行南国支店
－

将来における工賃等のために積み立てて
いる普通預金

－ － 21,229,224

長期前払費用 拠点本部他 － 長期火災保険料 － － 4,332,876

その他の固定資産 拠点こくふ他 － リサイクル預託金 － － 70,010

1,286,481,419
3,428,954,193
4,432,196,924

その他の固定資産合計
固定資産合計

資産合計

(2)その他の固定資産

小計

小計



事業未払金 拠点本部他　3月分水道光熱費他 － － － 124,002,045

1年以内返済予定設備
資金借入金

拠点やながれ他　四国銀行南国支店 － － － 7,992,000

預り金 拠点本部他　3月分源泉所得税他(職員以外) － － － 38,690

職員預り金 拠点本部他　3月分源泉所得税他 － － － 1,606,607

前受金 拠点本部　令和2年度4月分駐車場代 － － － 40,000

仮受金 拠点やながれ　市町村収入(国保連） － － － 146,840

賞与引当金 拠点こくふ他　 － － － 26,103,000

159,929,182

設備資金借入金 拠点やながれ他 － － － 184,016,000

退職給付引当金 拠点本部他 － － － 69,799,237

役員退職慰労引当金 拠点本部 － － － 6,921,810

260,737,047
420,666,229

4,011,530,695

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に
　記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
　また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

差引純資産

固定負債合計
負債合計

　2固定負債
流動負債合計

　1流動負債
Ⅱ　負債の部


