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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 子山ホ－ム他 281,265

当座預金 千葉銀行松戸支店5101465　 稔台保育園運転資金 15,108,785

普通預金 千葉銀行大原支店3101479 本部運転資金 7,967,673

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 4,772,272

普通預金 千葉銀行大原支店3101509 本部運転資金 210,525

普通預金 千葉銀行大原支店3101517 本部運転資金 2,557,724

普通預金 千葉銀行大原支店3101525 本部運転資金 1,306,917

普通預金 千葉銀行大原支店1006577 子山ホ－ム運転資金 6,551,038

普通預金 千葉銀行大原支店3326675 子山ホ－ム運転資金 3,456,541

普通預金 千葉銀行長者支店3158482 聖愛乳児園運転資金 26,012,136

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 3,900,503

普通預金 千葉銀行八柱支店3460327 稔台保育園運転資金 5,397,166

普通預金 千葉銀行矢切支店2800484 小羊保育園運転資金 23,856,924

運転資金 千葉銀行矢切支店3353540 小羊保育園運転資金 3,000,000

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－ 2,502,354

普通預金 千葉銀行大原支店3264750 収益事業運転資金

小計 122,758,645

事業未収金 子山ホ－ム事務費他 44,894,813

未収補助金 子山こども家庭支援ｾﾝﾀ-補助金他 15,470,700

立替金 子山ホ－ム職員 818,504

仮払金 子山ホ－ム 52,000

流動資産合計 183,994,662

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 松戸市市川南 1954年度 収益事業用地 1,263,645 1,263,645

土地 いすみ市岬 1999年度 聖愛乳児園施設用地 32,700,000 32,700,000
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小計 69,077,703

建物 いすみ市深堀 1971年度 子山ホ－ム施設 133,604,109 120,243,697 13,360,411

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 18,274,570 4,725,430

建物 いすみ市深堀 1985年度 子山保育園園舎増築 9,908,470 6,358,065 3,550,405

建物 いすみ市深堀 1998年度 子山保育園乳児室増築 11,980,000 4,666,847 7,313,153

建物 いすみ市岬 2001年度 聖愛乳児園園舎 189,521,745 63,546,230 125,975,515

建物 いすみ市岬 2008年度 聖愛乳児園増築 2,610,486 559,942 2,050,544

小計 156,975,461

基本財産合計 226,053,164

　(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 2012年度 収益事業用地 9,866,510 9,866,510

小計 14,286,510

建物 いすみ市深堀 子山ホ－ム園舎等 34,588,528 26,156,699 8,431,829

建物 いすみ市岬 聖愛乳児園園舎 1,276,560 520,295 756,265

建物 松戸市稔台 稔台保育園園舎 85,381,827 39,443,256 45,938,571

建物 松戸市矢切 小羊保育園園舎 129,822,993 43,772,420 86,050,573

建物 いすみ市深堀 子山こども家庭支援センタ－建物 1,435,989 483,648 952,341

小計 142,129,579

構築物 いすみ市深堀他 子山ホ－ムバックネット他 23,376,966 13,165,223 10,211,743

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 6,201,016 1,937,184

車輌運搬具 いすみ市深堀他 子山ホ－ムマイクロバス他 23,605,742 20,551,791 3,053,951

器具及び備品 いすみ市深堀他 子山ホ－ムエアコン他 113,482,642 95,768,465 17,714,177

建設仮勘定 松戸市矢切 小羊保育園園舎改築 9,000,000 9,000,000

権利 松戸市矢切他 小羊保育園給水申込金他 1,906,840 1,175,515 731,325

ソフトウェア 松戸市稔台他 稔台保育園給与ソフト他 769,020 686,069 82,951

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 72,552,835 72,552,835

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 119,800,000 135,500,000

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 84,560,000 84,560,000

定期預金等                              
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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 21,740,750 21,740,750

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 106,531,718 106,531,718

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

その他の固定資産合計 620,664,723

固定資産合計 846,717,887

資産合計 1,030,712,549

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

事業未払金 3月分社会保険料他 23,367,126

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 1,873,855

職員預り金 3月分社会保険料他 9,009,484

仮受金 子山ホ－ム他 1,314,320

流動負債合計 38,114,785

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 7,650,000

設資金                        

退職給付引当金 職員退職給付資金 72,552,835

固定負債合計 80,202,835

負債合計 118,317,620

差引純資産 912,394,929

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。

平成30年6月20日

理事　藍野　常司
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