
(単位:円)

貸借対照表科目 剩��.物流等 俶yw�mｩ4�9��仞�ｧ｢�使用目的等1位用事業 

(流動資産) � 剪�

現金 偃依9]ｸｬr�運転資金 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�43,458 
法人管理 澱ﾃ#途�

普通預金 倅��8ﾈｹ薺dｨｾ(ﾗ8t���ﾈ�迚5��運転資金 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�23,131,459 

三菱東京UFJ銀行② 西春支店 剴#c�ﾃ����

三菱東京UFJ銀行③ 西春支店 剿@人管理 �2ﾃピ2ﾃcSr�

JA西春日井① 本店 剴3Rﾃsィ�

JA西春日井② 本店 刄Vルバー人材 センター事業 涛crﾃャ��

JA西春日井③ 本店 剴3C津3cr�

JA尾張中央 本店 剴2ﾃCS��

愛知銀行 師勝支店 剴ピRﾃS�B�

いちい信用金庫 西春支店 剴涛Bﾃs3B�

未収金 冉ｹkﾈﾌ8夊�9o���ﾂ�3度ﾈ��契約金額 �22,630,867 

立替金 乘H�檍����9Y�5H�ｸ7(5��法人管理に供する役員賠償責 任保険の立替え金 囘��ﾈｬyyﾒ�20,500 

前払金 乘H�檍����9Y�5H�ｸ7(5��法人管理に供する役員賠償責 任保険の前払い金額 �184,500 

社会福祉法人愛知県 社会福祉協議会 囘��ﾈｬyyﾘ,仍�+x.冩�醜�･�]ｲ�ﾊ�,ﾉ��X*(ｾ�ｧ｢�唐ﾃC���

社会福祉法人愛知県 社会福祉協議会 ��X醜,仍�+x.傚ﾘ･�]ｸﾊ�,ﾉ��R�*(ｾ�ｧ｢�シルバー人材 センター事業 鉄rﾃc���

株式会社 侘)�ﾈ�饑��(*h*)]ｸﾊ�,ﾉ��X*"�ｾ�ｧ｢���3づ3���

全盲-ビス 

北名古屋市役所 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ�5ｨ985��ｸ馼ｼh,��ｹ�+x.�6�5逸I>�ﾔﾈﾙ�ﾆhﾝｩ{��鼎づ����

株式会社 イト-事務所 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ�5ｨ985��ｸ馼ｼh,��ｹ�+x.僥韶Xｧh�ｩ,�{��IZ｢��3�ﾃ����

流動資産合計 � �� 鉄:Ccc�ﾃ����

(固定資産) � �� ��

特定資産 ����XｸｹWB�初9h��蜥�財団法人愛知県民 間社会福祉事業 職員共済会 ��X什���Xｾ�迚ZX,ﾈ+ﾘ-�,ﾉ��r���蝌,h+X,Hｬyyﾘ+X,H*(.倬�蜥�シルバー人材 センター事業 �"ﾃ�crﾃS#��

社会福祉法人全国 社会福祉協議会 剴�BﾃC#�ﾃ#s��

財団法人愛知県民 間社会福祉事業 職員共済会 剿@人管理 ��迭ﾃ3���

社会福祉法人全国 社会福祉協議会 剴�ﾃSc津cc��

減価償却 引当資産 儿�,ｩv�ｾ��蕀T�8ﾈｹ薺dｨｾ(ﾗ2��ﾈ�迚5��固定資産買替資金として管理 されている預金 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�18,439,874 

定期預金 JA西春日井 本店 剴��ﾃ���ﾃ����

貸借対照表科目 剌齒�.物流等 俶yw�mｩ4�9��仞�ｧ｢�
使用目的等 俶yw�馼ｼb�

勢定枝等処理 機材取得資金 �.葦ｩv�ｾ��､��ﾈ�?ｨ撮�gｹ5��勢定枝等処理機材の取得を目 的として管理されている預金 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�7,000,000 

農機具取得 資金 �.葦ｩv�ｾ��､��ﾈ�?ｨ撮�gｹ5��農機具取得を目的として管理さ れている預金 �900,000 

独自事業 運営資金 �.葦ｩv�ｾ��､��ﾈ�?ｨ撮�gｹ5��独自事業運営を目的として管 理されている預金 �16,380,000 

その他の 固定資産 俔ﾉ'ｩZ��勢定枝仮置場 佰h擁mｩ4俥�蝌,X*�.芥5h8ｸ6��ｲ��ﾈﾝ�5ｨ985��ｸ馼ｼh,俶yw�+X,B�*(.���"ﾃc�2ﾃ#C��

勢定仮置場土間拡張 剴3SRﾃS���

フォークリフトカーポー 剴#�"ﾃ#3��

章柄運搬具 �8�5898鍈�C��,c3bﾓCb�公益目的財産であり､シルバー 人材センター事業に使用して いる �1 

ワゴン車 501す29-30 剴��

軽バン 480え43-13 剴��

軽トラック 480あ6-95 剴��

軽トラック 480あ55-19 剴��

軽トラック 4801′ヽ63-61 剴��

軽トラック 480う35-29 剴��

軽トラック 480か84-85 剴��

ワゴン車 400す83-74 剴��

トラック 400ち60-51 剴��

トラック 400ち98-35 剴��

軽バン 480こ12-89 剴��2ﾃ����

軽トラック 480あ22-04 剴��

軽トラック 480う78-85 剴��

トラクター 北名古屋市705 剴�ﾃcッﾃccr�

フォークリフト 剴�ﾃ3C�ﾃSS��

軽トラック 480く93-05 剴��

軽トラック 480く93-06 剴��

軽バン 480け32-80 剴##2ﾃS���

軽バン 480.け32-81 剴##2ﾃS���

軽ダンプ 480け4-09 剴#C津sS��



貸借対照表科目 剌齒�.物流等 俶yw�mｩ4�9��仞�ｧ｢�
使用日的等 俶yw�馼ｼb�

その他の 固定資産 倆I{ﾈ暮L�ｾ��軽ダンプ 480け47-62 佰h擁mｩ4俥�蝌,X*�.芥5h8ｸ6��ｲ��ﾈﾝ�5ｨ985��ｸ馼ｼh,俶yw�+X,B�*(.��シルバー人材 センター事業 �3C�ﾃゴ��

什器備品 價ﾙ6Hｴ���1 

消毒機 剴��

ハンマーナイフ 剴��

ハンマーナイフ 剴��

ファクシミリ 剴��

エアコン 京支所作業室 剴��

エアコン 東支所事務室 剴��

イナバ物置 剴��

ハンマーナイフ 剴��

掲揚塔ポール 剴��

ハンマーナイフ 剴��

シュレッダー 剴��"ﾃ田��

エアコン しあわせの家作業室 剴��

エアコン しあわせの家健康相談- 剴��

エアコン ひまわり西園作業室 剴��

電話加入権 冉ｹkﾈﾌ8夊�85h8ｸ6��ｲ��ﾈﾝ�5ｨ985��ｲ��321,304 
法人管理に供して使用し ているo 囘��ﾈｬyyﾒ�35,700 

預託金 冉ｹkﾈﾌ8夊�85h8ｸ6��ｲ��ﾈﾝ�5ｨ985��ｲ�自動車リサイクル料金 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�140,830 

保証金 乘H�檍���486rﾘ駟k���鑑喜場賃貸契約保証金5台分 �30,000 

固定資産合計 � 剴��ﾃ��2��C"�

資産合計 劔��32ﾃcs2ﾃ#S��

(流動負債) � 剪�

未払金 僭ｩZｨｾ�S#)kﾂ�シルバー人材センター事業に 供する配分金の未払い金額 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�20,909,102 業者材料費等 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ�5ｨ985��ｸ馼ｼh,��ｹ�+x.俤驅��9�,ﾉj)ZX*(ｾ�ｧ｢�迭ﾃsC2ﾃ�#R�

業者材料費等 囘��ﾈｬyyﾘ,仍�+x.冕)ZX*(ｾ�ｧ｢�法人管理 �2ﾃ�s津ゴR�

預ワ金 ��X醜ﾋ��)�R�職員からの源泉所得税 預り金 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�55,900 

職員住民税 ��X醜*�.x,ﾈ�j��R�v�.粟����ビﾃ3���

事業主負担分.職員 社会保険料 倬hｼh益X�%9Z｢��X醜*�.x,ﾈ���檠]ｸﾊ���.粟����ﾃScbﾃ�#b�

事業主負担分.職員 社会保険料 剿@人管理 ��sBﾃSc��

貸借対照表科目 剌齒�,物流等 俶yw�mｩ4�9��仞�ｧ｢�
使用目的等 俶yw�馼ｼb�

流動負債ロ 况�8���事業主負担分.職員 年金基金 倬hｼh益X�%9Z｢��X醜*�.x,ﾉ┐�:ﾙ]ｸﾊ���.粟��シルバー人材 センター事業 �#�2ﾃ�3��

事業主負担分.職員 労働保険料 剴Sコﾃピ��

事業主負担分.職員 退職金掛金 剴3BﾃピR�

事業主負担分.職員 退職金掛金 剿@人管理 �"ﾃ3#R�

仮受金 佩ｹEｸｾ�9��発注者誤納による支払額 �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�5,544 

計 ���32,727,628 

(固定負債) � ����

退職給付引当 ��X醜,���+x.�.�,ﾂ�職員退職金要支給額ー �5h8ｸ6��ｹ�ﾈﾝ��5ｨ985��ｸ馼ｼb�16,587,790 

職員に対するもの 剿@人管理 亦ﾃscBﾃ田��

固定負債合計 � 剴�づ3S"ﾃsS��

負債合計 劔鉄�ﾃ���ﾃ3s��

正味財産 劔塔"ﾃS�"ﾃピ2�

負債及び正味財産合計 劔��32ﾃcs2ﾃ#S��


