
（単位：円）

I 資産の部

1 　流動資産

　1．現金預金 482,123,282
　2．事業未収金 162,177,277
　3．貯蔵品 57,114
　4．商品・製品 1,117,041
　5．仕掛金 100,758
  6．原材料 7,419,141
　7．立替金 392,113
　8．前払費用 2,546,493

流動資産合計 655,933,219

2 　固定資産
（1）基本財産
建　　物（35棟）

（家屋番号） （種　類）

・二戸郡一戸町中山字大塚4番地10 （4番10） 機能訓練室 202 ．88 1
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番10符号5） 作業所 149 ．05 17,309,757
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

・二戸郡一戸町中山字大塚4番地6 （4番6の2） 寄宿舎 225 ．86 6,055,220
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

・二戸郡一戸町中山字大塚4番地6 （4番6の3） 居   宅 183 ．01 4,912,558
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

電話施工工事 8,238
・二戸郡一戸町中山字大塚4番地6 （4番6の4） 管理棟 391 ．69 38,982,542

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

雪止め設置工事 408,657
棚一式 58,088
職員室書類棚一式 37,340

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番6の4符号1） 寄宿舎 147 ．40 16,883,684
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 （短   期）

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番6の4符号2） 寄宿舎 138 ．11 16,275,886
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 （小舎1）

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番6の4符号3） 寄宿舎 138 ．11 15,972,200
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 （小舎2）

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番6の4符号4） 寄宿舎 140 ．59 16,726,507
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 （小舎3）

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番6の4符号5） 寄宿舎 140 ．59 16,614,116
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 （小舎4）

・同　　　　　　　　　　　　上 （4番6の4符号6） 寄宿舎 142 ．25 17,419,438
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 （小舎5）

（4番5） 工場 339 ．73 2,254,800
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

（4番7） 事務所・訓練室 403 ．35 1
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

屋根外壁改修 3,194,565
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・二戸郡一戸町中山字大塚4番地7、4番地6

・二戸郡一戸町中山字大塚4番地5、4番地9



1032番地1 （1032番1） 寄宿舎 1176 ．79 29,908,241
1032番地2

1033番地

鉄筋コンクリート、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

増築 16,714,912
増築 1,672,543
増築 1,369,045
増築 7,102,388

・同　　　　　　　　　　　　上 （1032番1符号1） 宿   舎 105 ．94 4,536,147
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

増築 94,961
・同　　　　　　　　　　　　上 （1032番1符号2） 宿   舎 105 ．94 4,536,147

鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

増築 94,961
・同　　　　　　　　　　　　上 （1032番1符号4） 作業場 263 ．74 4,240,393

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

改修 1,555,260
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1032番地1 （1032番1の2） 集会所・居宅 150 ．00 1

木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1031番地4 （1031番4） 加工場 118 ．41 1
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1258番地 （1258番） 寄宿舎 121 ．73 1
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

（1206番23） 寄宿舎 169 ．76 31,744,778
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

スプリンクラー設置 3,754,914
スプリンクラー設置 3,671,164

（1206番23符号1） 寄宿舎 169 ．76

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

（1265番1） 作業所 145 ．74 10,970,174
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

（1448番7の1） 寄宿舎 187 ．77 50,069,300
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

スプリンクラー設置 3,575,425
スプリンクラー設置 3,605,667

（1448番7の2） 寄宿舎 187 ．77

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

（1054番83） 寄宿舎 187 ．77 24,052,876
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

スプリンクラー設置 3,983,061
（1448番7の3） 寄宿舎 188 ．80 28,024,485

木造合金メッキ鋼板ぶき平家建

スプリンクラー設置 3,541,476
・二戸郡一戸町中山字大塚124番地4 （124番4） 居   宅 252 ．70 1

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

・盛岡市大館町528番地36 （528番36） 作業所 499 ．33 60,090,463
　　　　　　　　　　528番地10

鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建

屋根外壁修繕 4,175,010
・同　　　　　　　　　　　　上 （528番36符号1） 作業所 79 ．49 1

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

（1447番3） 作業場 397 ．00 51,339,286
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

間仕切り工事 989,246

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1447番地3

・二戸郡一戸町奥中山字西田子

・同　　　　　　　　　　　　上

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1265番地1

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1206番地23

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1448番地7

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1448番地7

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1054番地83

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1448番地7



洗濯機置き場改修工事 95,595
流し台設置工事 294,588
相談室改修工事 1,472,592
菓子製造室アルミパーテーション工事 450,000
更衣室間仕切り工事 207,000
浴室改修工事一式 1,993,005

・二戸郡一戸町中山字大塚361番地3 （361番3） 作業場 198 ．45 1
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

シャワールーム設置工事 350,595
（1027番8） 工   場 870 ．00 144,481,356

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

改造 4,361
改造 77,864
改築 52,542
改築 131,927
床補修 252,457
床補修 7,994,464
加工室間仕切り 245,304
高圧受電設備工事 330,707
洗い場改築 1,335,475
パン製造室換気扇取付工事 1,101,748

・盛岡市津志田西二丁目31番地26 （31番26） 事務所・作業所・店舗 546 ．54 61,857,196
木造合金メッキ鋼板ぶき2階建

設計・監理 4,181,100
電気設備 7,194,987
換気設備 905,310

763,536,100 ）

土　　地（25筆）

（地　目）

・二戸郡一戸町中山字大塚4番6 宅   地 11,227 ．61

・二戸郡一戸町中山字大塚4番10 宅   地 993 ．56

広場造成 1,995,735
・二戸郡一戸町中山字大塚4番2 山   林 13,702 ．00 320,627
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1032番1 宅   地 14,688 ．69 10,223,940
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1258番 宅   地 975 ．27 348,165
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1031番2 宅   地 2,386 ．14 851,835
・二戸郡一戸町中山字大塚4番7 雑種地 1,076 ．00 4,350,000
・二戸郡一戸町中山字大塚124番4 宅   地 319 ．15 3,000,000
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1174番86 山   林 7,904 ．00 184,950
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1174番90 畑 17,051 ．00 997,479
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1174番92 畑 5,310 ．00 310,635
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1253番1 畑 18,062 ．00 1,056,627
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1253番18 原   野 5,489 ．00 82,332
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1265番1 畑 14,382 ．00 841,347
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1265番2 牧   場 7,989 ．00 119,832
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1265番3 山   林 8,825 ．00 206,502
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1265番4 宅   地 1,798 ．63 6,798,820
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1206番23 雑種地 988 ．00 11,072,000

（価　格）

5,192,703

（所　　在） （面積：㎡）

・二戸郡一戸町奥中山字西田子1027番地8

（  建物合計



・二戸郡一戸町奥中山字西田子1206番26 雑種地 331 ．00 500,000
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1206番27 雑種地 330 ．00 500,000
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1206番28 雑種地 325 ．00 492,000
・二戸郡一戸町奥中山字西田子1054番83 宅   地 317 ．46 4,000,000
・二戸郡一戸町中山字大塚4番5 宅   地 2,479 ．92

・二戸郡一戸町中山字大塚4番9 宅   地 1,076 ．74

72,445,529 ）

基本財産合計 835,981,629

（2）その他の固定資産

　1．建物 91,685,974
　2．土地 0
　3．建物付属設備 34,293,588
　4．構築物 22,579,017
　5．機械及び装置 30,684,230
　6．車輌運搬具 22,636,396
　7．器具及び備品 5,524,538
　8．建設仮勘定 0
　9．権利 1,074,695
10．ソフトウエア 219,450
11．退職給付引当資産 45,176,355
12．人件費積立資産 50,000,000
13．修繕積立資産 43,920,000
14．備品等購入積立資産 20,500,000
15．施設整備等積立資産 76,900,000
16．移行時特別積立資産 9,000,000
17．工賃変動積立資産 1,600,000
18．設備等整備積立資産 15,000,000
19．退職給与引当積立資産 5,990,000
20．特別寄附積立資産 2,689,538
21．経理区分間繰入金積立資産 6,900,000
22．長期前払費用 2,045,981
23．建物取得積立資産 5,000,000

その他の固定資産合計 493,419,762

固定資産合計 1,329,401,391

資　　産　　合　　計 1,985,334,610

I 負債の部

1 　流動負債

　1．事業未払金 33,620,421
　2．１年以内返済予定設備整備資金借入金 3,750,000
　3．預り金 2,768,138
　4．職員預り金 3,801,592
　5．前受金 15,654

流動負債合計 43,955,805

2 　固定負債

　1．設備資金借入金 29,450,000
　2．退職給付引当金 45,176,355
　3．退職給与引当金 5,990,000

固定負債合計 80,616,355

負　　債　　合　　計 124,572,160

差　引　純　財　産 1,860,762,450

19,000,000

（  土地合計
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