
別紙４

(単位:円)

現金預金 ― ― ― 318,236,877
現金 くりくりの里 ― 小口現金 ― ― 42,663

くりくりの里等 ― 店舗つり銭、売上現金 ― ― 2,259,227
2,301,890

普通預金 東美濃農協等 ― 運転資金として ― ― 302,934,987
定期預金 ゆうちょ銀行 ― 運転資金として ― ― 13,000,000

事業未収金 たんぽぽ作業所　他事業所 ― 2月、3月分給付費等 ― ― 115,820,849
未収補助金 たんぽぽ作業所　他事業所 ― 補助金未収分 ― ― 1,292,349
商品・製品 たんぽぽ作業所　他事業所 ― 仕入商品等 ― ― 10,286,622
原材料 たんぽぽ作業所　他事業所 ― 仕入原料等 ― ― 8,466,163
前払金 たんぽぽ作業所　他事業所 ― 令和4年度ナビタ掲出料 ― ― 78,600

454,181,460

土地
(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-74,104

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 7,203,526

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1075-4

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 2,199,487

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1075-22他

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 17,557,500

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-288

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 1,980,000

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1082-139

―
第1種社会福祉事業　障害者支援
施設等で使用

― ― 5,802

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市大井町2716-

―
第1種社会福祉事業　障害者支援
施設等で使用

― ― 67,700,000

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-35

―
第1種社会福祉事業　障害者支援
施設等で使用

― ― 6,173,405

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-102

―
第1種社会福祉事業　障害者支援
施設等で使用

― ― 2,905,132

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-291

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 8,316,340

(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-292

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 10,247,880

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
恵那市東野字小野川道上2330-4
他31筆

―
第2種社会福祉事業 障害福祉
サービスで使用

― ― 2,021,740

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
恵那市字小野川新田2379-1　他1

―
第2種社会福祉事業 障害福祉
サービスで使用

― ― 121,360

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-290

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 8,975,980

(アメニティーハウスエナ 施設
入所支援事業)岐阜県恵那市長島
町久須見1082-139

―
第1種社会福祉事業　障害者支援
施設等で使用

― ― 10,050,105

(アメニティーハウスエナ 施設
入所支援事業)岐阜県恵那市長島
町久須見1082-24

―
第1種社会福祉事業　障害者支援
施設等で使用

― ― 3,152,500

(武並ホーム)岐阜県恵那市武並
町竹折860-8

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（共同生活援助）で使用

― ― 11,416,500

(大井ホーム)岐阜県恵那市大井
町栗畑平2716-72

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（共同生活援助）で使用

― ― 8,670,000

(桜台ホーム)岐阜県恵那市長島
町永田字城ヶ洞332-271

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（共同生活援助）で使用

― ― 12,752,940

(第３桜台ホーム)岐阜県恵那市
長島町永田中島341-14

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（共同生活援助）で使用

― ― 12,724,800

(くりくりの里生活介護事業)苗
木字柿野48-686,46-180,48-732

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 975,744

(くりくりの里生活介護事業)岐
阜県中津川市苗木字柿野46-170

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（生活介護）で使用

― ― 10,888,800

(くりくりの里生活介護事業)岐
阜県中津川市苗木字柿野48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（生活介護）で使用

― ― 5,833,333

(くりくりの里生活介護事業)岐
阜県中津川市苗木字柿野48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（生活介護）で使用

― ― 4,566,666

(くりくりの里生活介護事業)岐
阜県中津川市苗木字柿野48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（生活介護）で使用

― ― 18,022,592

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続A型）で使用

― ― 5,833,333

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続A型）で使用

― ― 4,566,667

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続A型）で使用

― ― 18,022,592

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 5,833,334

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 4,566,667

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木字柿野
48-522

―
第2種社会福祉事業　障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ（就労継続B型）で使用

― ― 18,022,592

291,307,317

建物
(たんぽぽ作業所 施設入所支援
事業)岐阜県恵那市大井町2716-

2019年度
（支援学校）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

540,000 62,370 477,630

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見1082-
35

1985年度
（授産所）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

196,951,004 129,815,533 67,135,471

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見1082-
99

1985年度
（作業棟）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

10,723,370 8,323,396 2,399,974

Ⅰ　資産の部
1 流動資産

小計

2 固定資産
(1) 基本財産

小計

流動資産合計

財産目録
令和 4年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額



(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見1082-
99

1985年度
（相談室）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

1,494,589 1,064,730 429,859

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見1082-
99

1985年度
（宿泊棟）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

92,022,466 51,646,780 40,375,686

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見1082-
99

1985年度
（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

776,368 678,843 97,525

(たんぽぽ作業所 就労移行支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-99

1995年度
（木里工舎）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続）で使
用

20,470,000 16,574,071 3,895,929

(たんぽぽ作業所 就労移行支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-99

2002年度
（木づれ工場）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続）
で使用

6,865,229 6,865,227 2

(木づれ事業)岐阜県恵那市長島
町久須見1083-99

2002年度
（木づれ倉庫）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続）
で使用

469,137 469,136 1

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-99

1989年度
（食品加工所）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）
で使用

13,650,000 12,560,611 1,089,389

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-99

1993年度
（ふれあい工房）第2種社会福祉
事業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（生活介
護）使用

8,223,500 6,981,046 1,242,454

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-99

1994年度
（窯場）第2種社会福祉事業　障
害福祉サービス（生活介護）で
使用

1,472,592 1,472,592 0

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-290

1997年度
（桜台分場）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続B型）
使用

63,546,082 47,453,106 16,092,976

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-290

1998年度
（桜台ﾄｲﾚ）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続B型）
使用

4,185,000 2,362,005 1,822,995

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町久須見
1075-4

2005年度
（千田分場）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続）で使
用

70,204,345 30,785,343 39,419,002

(たんぽぽ作業所 就労継続支援B
型)岐阜県恵那市長島町永田字
城ヶ洞332-288

2010年度
（豆腐工房）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）で使
用

12,817,705 6,949,496 5,868,209

(アメニティーハウスエナ 施設
入所支援事業)岐阜県恵那市長島
町久須見1082-139

1994年度
（ｱﾒﾆﾃｨｰﾊｳｽｴﾅ）第1種社会福祉
事業　障害者支援施設等で使用

272,297,550 195,559,865 76,737,685

(アメニティーハウスエナ 生活
介護事業)岐阜県恵那市長島町久
須見1082-139

2000年度
（ﾃﾞｨｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-）第2種社会福祉
事業　障害者ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ施設で使
用

72,700,000 52,147,065 20,552,935

(アメニティーハウスエナ 生活
介護事業)岐阜県恵那市大井町字
粟畑平2716-177

2007年度
（ｴﾝｼﾞｪﾙﾊﾟｰｸ）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（生活介護）
で使用

20,905,857 15,310,273 5,595,584

(地域療育支援事業)岐阜県恵那
市長島町久須見1083-99

1991年度
（地域交流ホーム）第2種社会福
祉事業　地域交流ﾎｰﾑ施設で使用

48,548,000 41,242,784 7,305,216

(武並ホーム)岐阜県恵那市武並
町竹折860-8

2004年度
（武並ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）第2種社会福
祉事業　障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで使用

28,279,878 18,495,667 9,784,211

(久須見ホーム)岐阜県恵那市長
島町久須見字新田1083-103

2005年度
（久須見ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）第2種社会
福祉事業　障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで使

34,446,570 22,782,543 11,664,027

(大井ホーム)岐阜県恵那市大井
町字栗畑平2716-72

2014年度
（大井ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）第2種社会福
祉事業　障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで使用

64,861,600 25,247,277 39,614,323

(桜台ホーム)岐阜県恵那市長島
町永田字城ヶ洞332-271

2001年度
（桜台第1ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）第2種社会
福祉事業　共同生活援介護で使

23,099,500 19,853,502 3,245,998

(第２桜台ホーム)岐阜県恵那市
長島町永田字城ヶ洞332-292

2004年度
（桜台第2ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）第2種社会
福祉事業　障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで使
用

29,321,383 19,784,101 9,537,282

(第３桜台ホーム)岐阜県恵那市
長島町永田中島341-14

2009年度
（桜台第3ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）第2種社会
福祉事業　障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで使
用

28,123,200 16,075,703 12,047,497

(福祉工場　就労継続支援Ａ型)
岐阜県恵那市大井町字粟畑平
2716-177

2002年度
（管理棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続A型）
で使用

38,230,534 24,953,723 13,276,811

(福祉工場　就労継続支援Ａ型)
岐阜県恵那市大井町字粟畑平
2716-177

2002年度
（店舗棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続A型）
で使用

50,496,848 29,874,549 20,622,299

(惣菜事業)岐阜県恵那市大井町
字粟畑平2716-177

2002年度
（厨房棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労継続A型）
で使用

35,785,367 24,665,530 11,119,837

(きのこセンター事業)岐阜県恵
那市大井町前田2283-5

2011年度
（きのこｾﾝﾀｰ）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業(就労A
型）使用

85,046,850 31,481,906 53,564,944

(くりくりの里生活介護事業)岐
阜県中津川市苗木柿野48-522

2014年度
（直売所）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（生活介護）で使
用

58,012,310 23,272,004 34,740,306

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2015年度
（トイレ棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）で使
用

18,898,504 6,056,642 12,841,862

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2015年度
（駐車場棟）第2種社会福祉事業
障害福祉サービス（就労B型）で
使用

3,535,038 680,493 2,854,545

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2016年度
（ﾚｽﾄﾗﾝ棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労A型）で使
用

174,239,020 26,426,248 147,812,772

(くりくりの里就労継続支援Ａ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2018年度
（ﾊﾞｹｺｺ店舗）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労A型）
で使用

61,412,040 10,838,722 50,573,318

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2015年度
（厨房棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）で使
用

29,428,280 8,546,410 20,881,870

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2015年度
（ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ）第2種社会福祉事業
障害福祉サービス（就労B型）で
使用

938,082 403,293 534,789

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2015年度
（トイレ棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）で使
用

18,898,504 6,056,643 12,841,861

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2015年度
（駐車場棟）第2種社会福祉事業
障害福祉サービス（就労B型）で
使用

3,535,038 680,494 2,854,544

(くりくりの里就労継続支援Ｂ型
事業)岐阜県中津川市苗木柿野
48-522

2016年度
（夢工房）第1種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）で使
用

293,037,560 41,618,053 251,419,507

(第二自立訓練ホーム)岐阜県恵
那市長島町久須見1082-139

2010年度
（第二自活訓練棟）公益事業
自活訓練ホームで使用

53,665,500 19,593,551 34,071,949

1,046,443,074
1,337,750,391

小計
基本財産合計

(2) その他の固定資産



建物
(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見1083-
35

2005年度
（ﾄｲﾚﾊｳｽ）第1種社会福祉事業
障害者支援施設等で使用

12,414,100 10,996,826 1,417,274

(たんぽぽ作業所 生活介護事業)
岐阜県恵那市長島町久須見千田

2009年度
（園芸ﾊｳｽ）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（生活介護）で使
用

17,213,550 12,896,759 4,316,791

(たんぽぽ作業所 就労移行支援
事業)岐阜県恵那市長島町久須見
1083-99

2005年度
（木づれ工場）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）
で使用

4,123,158 4,114,717 8,441

(桜台分場販売事業)岐阜県恵那
市長島町永田字城ヶ洞332-290

2011年度
（桜台倉庫）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）で使

143,693 143,692 1

(コインランドリー事業)岐阜県
恵那市長島町久須見1075-4

2006年度
（ﾗﾝﾄﾞﾘｰ倉庫）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労B型）
で使用

3,247,352 1,707,788 1,539,564

(アメニティーハウスエナ 施設
入所支援事業)岐阜県恵那市長島
町久須見1082-139

1997年度
（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ）第1種社会福祉事
業　障害者支援施設等で使用

11,639,365 11,579,501 59,864

(福祉工場　就労継続支援Ａ型)
岐阜県恵那市大井町粟畑平2716-
168

2007年度
（紙漉棟）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（生活介護）で使
用

32,541,277 23,323,147 9,218,130

(菌床椎茸事業)岐阜県恵那市大
井町岡瀬澤

2004年度
（椎茸栽培ﾊｳｽ）第2種社会福祉
事業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労A
型）で使用

90,555,297 61,995,949 28,559,348

(菌床椎茸事業)岐阜県恵那市大
井町岡瀬澤

2005年度
（ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ）第2種社会福祉事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労A型）で使

12,411,000 12,410,996 4

(きのこセンター事業)岐阜県恵
那市大井町前田2283-5

2008年度
（きのこｾﾝﾀｰ）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労A型）

15,045,183 6,870,692 8,174,491

(くりくりの里生活介護事業)岐
阜県中津川市苗木柿野48-522

2011年度
（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ）第2種社会福祉事
業　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（就労A型）

7,493,160 3,268,235 4,224,925

57,518,833
構築物 構築物　東屋　40-01026　他65 ― 第1種社会福祉事業等で使用 143,764,459 69,982,362 73,782,097
機械及び装置 実習台　50-00009　他228件 ― 第1種社会福祉事業等で使用 356,614,701 327,363,142 29,251,559

車輌運搬具
太鼓ダイナ　岐阜11ら3969　他
44件

― 第1種社会福祉事業等で使用 76,030,079 73,550,755 2,479,324

器具及び備品 太鼓　80-00002　他265件 ― 第1種社会福祉事業等で使用 116,393,896 93,640,892 22,753,004

建設仮勘定 くりくりの里 ―
第1種社会福祉事業等で使用予定
（土地代金一部）

― ― 1,800,000

有形リース資産
木づれ　ｳﾞｧｲﾆｯﾋ　5軸ﾓﾙﾀﾞｰ　ﾕﾆ
ﾏｯﾄ217　他2件

― 第1種社会福祉事業等で使用 27,647,250 5,008,597 22,638,653

権利
水道施設利用権　90-01099　他
18件

― 第1種社会福祉事業等で使用 10,347,518 8,236,465 2,111,053

ソフトウェア 栄養管理システム　他2件 ― 第1種社会福祉事業等で使用 399,000 399,000 0

退職給付引当資産 たんぽぽ作業所　他事業所 ―
将来における退職給付の目的の
ために積み立てている

― ― 51,933,021

修繕積立資産 たんぽぽ作業所　他事業所 ―
将来における建物等修繕の目的
のために積み立てている

― ― 120,000,000

施設整備等積立資産 たんぽぽ作業所　他事業所 ―
将来における施設整備の目的の
ために積み立てている

― ― 50,000,085

建物共済積立資産 たんぽぽ作業所　他事業所 ―
将来における建物共済の目的の
ために積み立てている

― ― 14,628,527

施設積立資産 たんぽぽ作業所　他事業所 ―
将来における施設建設のために
積み立てている

― ― 7,372,479

建設積立資産 たんぽぽ作業所　他事業所 ―
将来における建設の目的のため
に積み立てている

― ― 25,000,000

その他の固定資産 岐阜トヨタ　他28件 ― 第1種社会福祉事業等で使用 611,160 0 611,160
481,879,795
1,819,630,186
2,273,811,646

事業未払金 職員給与、社会保険料等 ― ― ― 35,250,706

１年以内返済予定リース債務
車両、機器の返済予定1年内リー
ス料

― ― ― 3,647,160

預り金 共済会預り金 ― ― ― 66,255
職員預り金 源泉所得税等 ― ― ― 5,319,709
賞与引当金 令和４度夏季賞与分 ― ― ― 27,804,785

72,088,615

リース債務
車両、機器の返済予定1年超リー
ス料

― ― ― 15,528,150

退職給付引当金
岐阜県民間社会福祉事業従事者
共済会

― ― ― 85,403,230

長期保証金預り金 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　施設利用者預り金 ― ― ― 9,500,000
110,431,380
182,519,995
2,091,291,651

2 固定負債

固定負債合計
負債合計
差引純資産

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

流動負債合計

小計

Ⅱ　負債の部
1 流動負債


