
　　　土地(基本財産)（あかね園（多機能型））
　　　                    （あかねホーム幕張）
　　　                    （あかねホーム幕張西）
　　　建物(基本財産)（法人本部）
　　　                    （あかね園（多機能型））
　　　                    （あかねホーム幕張）
　　　                    （あかねホーム幕張西）
　　　                    （就労継続B型【就労支援事業】）
　                        （自立訓練【就労支援事業】）

8,603,367

1,199,234
1,531,189
1,880,103
1,377,179

　　　         （あかねホーム幕張）
　　           （あかねホーム幕張西）

25,244
76,164

　　　            （あかねホーム実籾） 206,260
　　　            （あかねホーム鷺沼） 265,500

　　　               （あかね園（多機能型））
　　　               （あかねホーム幕張）
　　　               （あかねホーム幕張西）
　　　               （あかねホーム実籾）
　　　               （あかねホーム鷺沼）
　　　               （就労移行【就労支援事業】）

　　　         （あかねホーム幕張西） 175,440

　　　            （あかねホーム幕張） 76,930
　　　            （あかねホーム幕張西） 67,000

　　　               （あかねホーム実籾） 2,492,080
　　　               （あかねホーム鷺沼） 1,926,510

　　　         （あかね園（多機能型）） 13,935,760

財　産　目　録

平成 28年 3月31日現在
(単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳 金　額
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　現金預金
　　　　現金（あかね園（多機能型）） 9,075
　　　　普通預金
　　　　　千葉興銀（法人本部） 6,624,168
　　　　　千葉銀（法人本部） 4,755,766
　　　　　三菱信託（法人本部） 9,995,414
　　　　　千葉興銀（あかね園（多機能型）） 19,290,439
　　　　　千葉興銀（就業支援センター） 494,571
　　　　　千葉銀（生活支援センター） 152,740
　　　　　千葉銀行（あかねホーム幕張） 1,819,452
　　　　　千葉銀（あかねホーム幕張） 2,034,506
　　　　　千葉銀（あかねホーム幕張西） 3,899,762
　　　　　千葉銀（あかねホーム幕張西） 756,761
　　　　　千葉銀（あかねホーム実籾） 555,783
　　　　　千葉興銀（あかねホーム実籾） 1,894,040
　　　　　千葉銀（あかねホーム鷺沼） 411,481
　　　　　千葉興銀（あかねホーム鷺沼） 325,122
　　　　　千葉銀（就労移行【就労支援事業】） 8,481,376
　　　　　千葉銀（就労継続b型【就労支援事業】） 4,957,038
　　　　　千葉銀（自立訓練【就労支援事業】） 3,130,453
　　　事業未収金（法人本部） 367,000

　　　未収金（就業支援センター） 20,943,360

　　　               （就労継続B型【就労支援事業】）
　　　               （自立訓練【就労支援事業】）

30,508,743

　　　未収補助金（あかね園【多機能型】） 694,609

1,184,084
1,077,453
1,079,224

　　　未収収益（あかね園（多機能型）） 32,189
　　　立替金（法人本部） 996,300

　　　               （あかねホーム幕張） 2,291,460
　　　               （あかねホーム幕張西） 937,687

　　　前払金（法人本部） 80,000

　　　前払費用（あかね園（多機能型）） 123,080

　　　         （就労移行【就労支援事業】） 108,000
　　　         （就業支援センター） 150,527

　　　         （あかね園（多機能型）） 880,622

　　　事業区分間貸付金（法人本部） 20,032,782
　　　仮払金（あかね園（多機能型）） 2,684

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　         （あかねホーム実籾）
　　　         （あかねホーム鷺沼）

65,585
18,341

流動資産合計 176,396,270
　２　固定資産
　　(１)　基本財産

77,887,471

4,694,638

基本財産合計 211,462,927

14,383,551
30,673,500

11,974,867
11,921,610

1,460,589
49,863,334

 　　　千葉市美浜区幕張西1丁目7742番10号
  　　　　千葉市花見川区幕張町5丁目431番地4号

              千葉県習志野市茜浜３丁目４番５号
              千葉県習志野市茜浜３丁目４番５号

所在地番　千葉県習志野市茜浜３丁目４番５号
　 　　千葉市美浜区幕張西1丁目7742番10号

　  　　　千葉市花見川区幕張町5丁目431番地4号
所在　      千葉県習志野市茜浜３丁目４番５号
              千葉県習志野市茜浜３丁目４番５号

-1-



　　                    （あかねホーム実籾）
　　　                  （就労移行支援【就労支援事業】）
　　　                  （就労継続B型【就労支援事業】）
　　　                  （自立訓練【就労支援事業】）

64,872
70,763

1,015,536
492,603
242,861

　　　                  （就労移行支援【就労支援事業】）
339,706

1

　　　機械及び装置（あかねホーム実籾） 624,662

　　　                  （あかねホーム幕張）

2,858,503

　　　         （あかねホーム幕張）
　　　         （あかねホーム幕張西）

135,548
645,694

　　　                  （あかねホーム鷺沼）

　　　                               （就労移行【就労支援事業】） 10,540

　　　      （あかねホーム鷺沼）
　　　      （就労継続B型【就労支援事業】）
　　　      （自立訓練【就労支援事業】）

5,790,985
3,588,971
2,083,801
3,173,666

292,612

　　　　                          （自立訓練【就労支援事業】） 820,000

差　引　純　資　産

　　　自動車リサイクル預託金（あかね園（多機能型）） 66,490

　　　差入保証金（法人本部） 198,000

　　　その他の固定資産（あかね園（多機能型）） 17,850

　　　　　　　　　　　　　　　 （あかね園（多機能型）） 5,000,000

　 　 設備整備等積立資産 （就労移行【就労支援事業】） 3,800,000
　　　　                          （就労継続B型）【就労支援事業】) 1,409,300

　　　　　　　　　　　　　 　 （就労継続B型【就労支援事業】） 2,346,907
　　　　　　　　       　　　 （自立訓練【就労支援事業】） 600,000

　　　施設建設積立資産 （法人本部） 24,500,000

　　　修繕費積立資産（あかね園（多機能型）） 16,800,000
　　　備品等購入積立資産（あかね園（多機能型）） 7,440,000

　　　工賃変動積立資産（就労移行【就労支援事業】） 3,737,220

　　　権利（あかね園（多機能型）） 53,240

　　　退職給付引当資産（あかね園（多機能型）） 17,737,240
　　　人件費積立資産（あかね園（多機能型）） 9,350,000

　　　      （あかねホーム実籾） 26,800

　　　      （あかねホーム実籾）

　　　車輌運搬具（あかね園（多機能型）） 1,648,191
　　　器具及び備品（あかね園（多機能型）） 1,646,305

　　　                  （就労継続B型【就労支援事業】） 327,362
　　　                  （自立訓練【就労支援事業】） 327,363

2,510,441

349,000

　　(２)　その他の固定資産
　　　建物（法人本部） 92,997

　　　構築物（あかね園（多機能型）） 3,349,440

　　　      （あかね園（多機能型））
　　　      （あかねホーム幕張）
　　　      （あかねホーム幕張西）

513,876,670

(単位：円）
資　産　・　負　債　の　内　訳 金　額

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　               （あかねホーム実籾）
　　　               （あかねホーム鷺沼）

　１　流動負債

その他の固定資産合計 126,017,473
固定資産合計 337,480,400

資産合計

　　　               （あかね園（多機能型））
　　　               （あかねホーム幕張）
　　　               （あかねホーム幕張西）
　　　               （あかねホーム実籾）

　　　               （就労継続B型【就労支援事業】）
　　　               （自立訓練【就労支援事業】）
　　　               （就業支援センター）
　　　               （生活支援センター）

　　　預り金（あかね園（多機能型）） 157,984

　　　職員預り金（あかね園（多機能型）） 96,103
　　　事業区分間借入金（就業支援センター） 19,897,560

　　　        （就労移行【就労支援事業】）
　　　        （就労継続B型【就労支援事業】）
　　　        （自立訓練【就労支援事業】）

507,246

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
流動負債合計 42,787,763

　２　固定負債
　　　退職給付引当金
　　　　退職給付引当金（あかね園（多機能型）） 17,737,240

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

432,000

　　　               （あかねホーム鷺沼）
　　　               （就労移行【就労支援事業】）

3,107,166
2,333,164
2,354,171
3,128,237

　　　事業未払金（法人本部） 5,835

Ⅱ　負債の部

2,875,442
2,887,540
2,122,545

977,983
1,690,898

17,518

237,405
255,744

　　　                        （生活支援センター） 135,222

差　引　純　資　産 453,351,667

固定負債合計 17,737,240
負債合計 60,525,003
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