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社会福祉法人チルドレンス・パラダイス （単位：円）

Ⅰ 資産の部

1.流動資産

小口現金・現金 子山ホ－ム他 234,703

当座預金 千葉銀行松戸支店5101465 稔台保育園運転資金 8,779,780

普通預金 千葉銀行大原支店3101479 本部運転資金 9,455,367

普通預金 千葉銀行大原支店3101487 本部運転資金 8,685,610

普通預金 千葉銀行大原支店3101495 本部運転資金 4,776,358

普通預金 千葉銀行大原支店3101509 本部運転資金 229,998

普通預金 千葉銀行大原支店3101517 本部運転資金 2,931,557

普通預金 千葉銀行大原支店3101525 本部運転資金 1,306,941

普通預金 千葉銀行大原支店1006577 子山ホ－ム運転資金 2,079,227

普通預金 千葉銀行大原支店3326675 子山ホ－ム運転資金 4,532,623

普通預金 千葉銀行長者支店3158482 聖愛乳児園運転資金 4,162,575

普通預金 千葉銀行長者支店3159217 聖愛乳児園運転資金 7,191,212

普通預金 千葉銀行大原支店1063830 子山保育園運転資金 5,885,382

普通預金 千葉銀行八柱支店3460327 稔台保育園運転資金 2,195,044

普通預金 千葉銀行矢切支店2800484 小羊保育園運転資金 19,922,799

運転資金 千葉銀行矢切支店3353540 小羊保育園運転資金 11,200,000

普通預金 千葉銀行大原支店3264750 子山こども家庭支援センタ－ 17,309,482

普通預金 千葉銀行大原支店3264750 収益事業運転資金

110,878,658

事業未収金 子山ホ－ム事務費他 75,857,775
未収補助金・未収金 子山こども家庭支援ｾﾝﾀ-補助金他 13,487,052

立替金 子山ホ－ム職員 794,860

前払費用 子山ホ－ム 1,325,000

202,343,345

2.固定資産

　(1) 基本財産

土地 いすみ市深堀 1963年度 子山ホ－ム施設用地 33,834,058 33,834,058

土地 松戸市上矢切 1954年度 小羊保育園用地 1,280,000 1,280,000

土地 いすみ市岬町三門1483-5 1999年度 聖愛乳児園施設用地 32,700,000 32,700,000

　 67,814,058

建物 いすみ市深堀 1971年度 子山ホ－ム施設 133,604,109 125,587,862 8,016,247

建物 いすみ市岬 1971年度 子山こども家庭支援センタ－施設 1,500,000 1,499,999 1

建物 松戸市稔台 1967年度 稔台保育園園舎 36,536,100 36,536,099 1

建物 松戸市矢切 1971年度 小羊保育園園舎 38,100,920 38,100,919 1

建物 いすみ市深堀 1973年度 子山保育園園舎 23,000,000 19,185,370 3,814,630

建物 いすみ市深堀 1985年度 子山保育園園舎増築 9,908,470 6,750,439 3,158,031

建物 いすみ市深堀 1998年度 子山保育園乳児室増築 11,980,000 5,141,255 6,838,745

建物 いすみ市岬 2001年度 聖愛乳児園園舎 189,521,745 71,051,290 118,470,455

建物 いすみ市岬 2008年度 聖愛乳児園増築 2,610,486 674,802 1,935,684

142,233,795

210,047,853

　(2) その他の固定資産

土地 いすみ市深堀233-3 2010年度 塩田川の家用地 3,520,000 3,520,000

土地 いすみ市大原台416-8 2011年度 子山ホ－ム分園予定地 900,000 900,000

土地 市川市市川南 1954年度 収益事業用地 9,866,510 11,130,155

15,550,155

建物 いすみ市深堀 1984年度 本部宿舎 1,968,883 1,968,882 1

建物 いすみ市深堀 子山ホ－ム園舎等 33,404,945 25,274,496 8,130,449

建物 いすみ市岬 聖愛乳児園園舎 1,276,560 691,351 585,209

建物 松戸市稔台 稔台保育園園舎 85,381,827 51,633,408 33,748,419

建物 松戸市矢切 小羊保育園園舎 173,567,469 55,024,180 118,543,289

建物 いすみ市深堀 子山こども家庭支援センタ－建物 2,282,989 610,183 1,672,806

162,680,173

構築物 いすみ市深堀他 子山ホ－ムバックネット他 26,674,586 16,644,401 10,030,185

機械及び装置 いすみ市岬他 聖愛乳児園スプリンクラ－設備他 8,138,200 7,208,482 929,718

車輌運搬具 いすみ市深堀他 子山ホ－ムマイクロバス他 22,808,502 17,713,719 5,094,783
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器具及び備品 いすみ市深堀他 子山ホ－ムエアコン他 120,006,221 99,413,076 20,593,145
権利 松戸市矢切他 小羊保育園給水申込金他 1,470,000 935,655 534,345

ソフトウェア 松戸市稔台他 稔台保育園給与ソフト他 1,379,400 517,271 862,129
退職給付引当資産 千葉県社会福祉事業共済会 職員退職給付資金 66,447,300 66,447,300

人件費積立資産 千葉銀行　大原支店他 将来における人件費のために積み立てている148,440,000 148,440,000

定期預金等                              

修繕費積立資産 千葉銀行　大原支店他 将来における修繕費のために積み立てている75,360,000 75,360,000

定期預金等                              

備品等購入積立資産 千葉銀行　大原支店他 将来における備品購入のために積み立ててい22,740,750 22,740,750

る定期預金等                            

施設整備等積立資産 千葉銀行　大原支店他 将来における施設建設のために積み立ててい79,119,718 79,119,718

る定期預金等                            

その他の固定資産 子山ホ－ム他 若人自立支援機構他 632,000 632,000

609,014,401

819,062,254

1,021,405,599

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

事業未払金 3月分社会保険料他 44,785,633

その他の未払金 11,797,220
1年内返済設備資金借 福祉医療機構　聖愛乳児園園舎建 2,550,000
入金               設資金                        

未払費用 3月分水道光熱費他 890,318

職員預り金 3月分社会保険料他 2,721,312

仮受金 子山ホ－ム他 440,000

63,184,483

2.固定負債

設備資金借入金 福祉医療機構　聖愛乳児園園舎建 2,550,000
設資金                        

退職給付引当金 職員退職給付資金 66,447,300

68,997,300

132,181,783

889,223,816

令和2年6月10日

理事　藍野　常司

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度

住　所　千葉県いすみ市深堀685番地

法人名　社会福祉法人　チルドレンス・パラダイス

原本と相違ないことを証明致します。
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