
社会福祉法人　茨木市社会福祉協議会 （単位：円）
口 座 番 号 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

Ⅰ．資産の部
1．流動資産

現金預金
両替用として 30,000 
寄附金収入等 1,023 
運転資金として 34,490 

（1226221） 運転資金として 0
（0577327） 運転資金として 12,508,059
（0040512） 善意銀行事業に関連して 7,539,100 
（0040549） ボランティア活動推進事業に関連して 374,930 
（0035484） 善意銀行事業に関連して 137,155 
（0055798） 運転資金として 0
（0055806） 運転資金として 0
（0055817） 災害対策の資金として 0
（0055828） 運転資金として 5,000 
（0055839） ボランティア活動推進事業に関連して 0
（0081034） 職員共済会に関して 0
（6144458） 日常生活自立支援事業に関連して 0
（0440090） 日常生活自立支援事業に関連して 7,782

（14040-58087691） 運転資金として 9,654,000
小計 (30,291,539 )

事業未収金
介護報酬等 1,149,944
介護報酬等 1,126,918
介護報酬等 46,860
介護報酬等 42,174
介護報酬等 74,976
介護報酬等 86,082

　源泉所得税他 厚生年金保険料 30
(2,526,984 )

貯蔵品
　切手 文書送付 44,280

(44,280 )
前払金

ぷらっとホーム事業に関連して 190,000
ウイルスバスター購入費用（令和４年４月～令和５年１月分） 135,850
派遣職員の源泉所得税 160,924
70周年記念事業事務用品 3,766

(490,540 )
33,353,343

2．固定資産

　定期預金　　りそな銀行　茨木支店 （5066495） 基本財産として (3,000,000 )

利用者送迎用等として 7,443,580 7,443,575 (5 )
(0 )

事業の用に供する 13,559,458 10866654 (2,692,804 )
事業の用に供する 124,984 0 (124,984 )
事業の用に供する 5739100 5080842 (658,258 )

（1600730） 退職金の積立資金として 28,137,850 
（3675185） 退職金の積立資金として 1,000,000 

普通預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店 （0577327） 退職金の積立資金として 1,543,868 
(30,681,718 )

  福祉基金積立資産
（0004011） 福祉基金の積立資金として 39,000,000

普通預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店 （1600748） 福祉基金の積立資金として 61,497,662
三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券　　　　　　　　　　 （1210704500） 福祉基金の積立資金として 100,000,000
岡三証券 （400005662） 福祉基金の積立資金として 199,801,753

(400,299,415 )

（3097115） 備品購入の資金として 2,000,000 
(2,000,000 )

（0055817） 災害対策の資金として 3,073,829 
(3,073,829 )

　差入保証金
コミュニティカーシェアリング駐車場　保証金 33,000 

(33,000 )
442,564,013 
475,917,356 

Ⅱ．負債の部
1．流動負債の部

事業未払金
事務消耗品費、修繕費等 1,269,415 
地区助成金等 323,696 
社協だより発行費用 1,010,099 
茨木市　事業費補助金　返還金 4,609,956 

49,718 
26,000 

歳末たすけあい配分金　返還金 426,548 
(7,715,432 )

預り金
ボランティア保険掛金等 384,525 

(384,525 )
職員預り金

社会保険料等 814,759 
(814,759 )

前受金（賛助会費）
令和３年度  個人会費 7,723,000 
令和３年度  特別会費 1,001,000 
令和３年度  法人会費 940,000 

(9,664,000 )
18,578,716 

2．固定負債の部
退職給付引当金 退職金制度に基づく期末要支給額 30,681,718 
長期預り金 日常生活自立支援事業に関連して 7,782 

30,689,500 
49,268,216 

426,649,140 

 介護保険サービス　３月分（総合事業）

負　 債 　合　 計

貸借対照表科目 場所・物量等

差　引　純　資　産

固 定 資 産 合 計

固 定 負 債 合 計 

資 　産 　合 　計

流 動 負 債 合 計

普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店

　普通預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店

　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店(善意銀行)

　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店（賛助会費）
　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険）

 介護保険サービス　２月分（総合事業）

 介護保険サービス　２月分

　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店（共済会）

定期預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店

大阪府社協　日常生活自立支援事業委託料　返還金

　通常貯金　　ゆうちょ銀行（賛助会費）

　普通預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店（ボランティア保険)

 介護保険サービス　３月分

定期預金　　りそな銀行　茨木支店

  災害対策積立資産
普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店

  備品購入積立資産

大阪府地域福祉振興助成金　返還金

財　産　目　録

　普通預金     りそな銀行　茨木支店

令和 4年 3月31日現在

普通預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店　

ソフトウェア　財務システム　他５システム

　現金

  退職給付引当資産

器具及び備品　貨幣選別機　他65件

流 動 資 産 合 計

積立資産

(2)その他の固定資産

(1)基本財産

車両運搬具　 大阪502は5496　他４台

権利(電話加入権）　072-627-0033　他１回線

　現金

　普通預金　　りそな銀行　茨木支店（決済用）

　普通預金　　三菱UFJ銀行　茨木支店(善意銀行)

　普通預金　　りそな銀行　茨木支店

 介護保険サービス　２月分（介護予防）
 介護保険サービス　３月分（介護予防）

　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店
　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店
　普通預金　　茨木市農業協同組合　中央支店（災害支援金）

　小口現金


