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貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

篇5号纏ま 

資産の 兀B�儿俐(,ﾉYB�

当年度来 ����7永b�L1:-: ��当年度兼 ����7永b�増減 

流動資産 ��ﾃ���ﾃs�B�79,911 涛#�ﾃ��2�流動負債 鉄S������50,000 鉄��ﾈx｢�

親金環食 度�ｳB�79,911 蔦s津�途�短期運営 資金借入金 ��S�ﾃ����50,000 �������

未収金 立着金 前払金 短期貸付金 額払金 その他の 流動資産 ��ﾃ���ﾈx｢���ﾃ��������未払金 浸り金 甫受金 便受金 その他の引当金 その他の ITl~fl:/i 鼎��ﾃ����鼎��ﾃ����

.固定資産 �� ��固定負債 �� ��

基本財産 �� ��故傭資金 借入金 長期運営 文金借入金 退職鈴与引当金 その他の引当金 �� ��

建物 土地 基本財産特定現金 漉価償却集計ヰ△ �� ��

負債の缶合計 鉄S�ﾃ����50.000 鉄��ﾃ����

その他の固定資産 �� �� ��

義鞠 構築物 機械及び容量 車両運搬具 者具及び傭晶 土地 建設痕勘定 1鳶価償却累計鍵A 権利 長期貸付金 保育所繰連 特定預金 その他の積立現金 �� ��純資産の部 

基本食 �� ��

墓本金 �� ��

許離補助金等 特別擁立金 �� ��

凍摩補助金等 特別積立金 �� ��

その他の積立金 �� ��

人件費積立金 ♯繕景積立金 i*品購入等積立金 酔傭修繕積立金 �� ��

次期繰強活動 収支差鑑 鼎S�ﾃs�B�29,911 鼎#�ﾃ��2�

次期繍連活動 収支蓑蕪 鼎S�ﾃs�B�2争,911 29,917 鼎#�繝�2�

その他の画定資産 劔(うち当期活動 収支差鍵) 鼎#�ﾃ��2�CS�ﾃs�B�鼎#�繝�2�C#�ﾃ��2�

耗資産の称合計 

兼産の細合計 ��ｼ"ﾃs�B�79,911 涛#�ﾃ��2�負債及び耗資産 のBB合計 ��D�ﾃs�B�79.911 涛#�ﾃ��2�

脚注
1,減価償却費の累計鼠
2.徴収不能引当金の餐



貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

鷺S阜縫麓 
Ⅰ塵の 剳� �:■dlの≠ 

当年度来 墜ｨ,F礼��櫨麓 ��皇年度末 ����7永b�11▲- 

流動資産 鉄"經#づS�b�21160.的 �3�ﾃ#cRﾃcs2�流動集慎 �#づ�3�ﾃCs2�4,101.603 �#Bﾃs#偵ピ��

我全預金 未収金 立曹金 ��r縱3Bﾃ��B�3B縱��縱�"�21160843 蔦2ﾃS#ゅ�#��3B縱��ﾃs�"�短期遭普 資金借入金 未払金 ������ﾃ����#b紊sR���b�2,287,218 ��ﾃ���ﾃ����#B�#�rﾃン��

前払金 劔積り食 ��ﾃ3Sbﾃ3cr�1,544,787 蔦�モ紊#��

短期貸付金 便払金 その他の 流勤資産 劔坂受金 賞与引当金 その他の 流動負債 �289,800 蔦#ヲ繝���

就定資産 ��C┘��b��迭�151.460.078 蔦"緜S2纉�2�Bl定員慎 �"ﾃャ�ﾈx｢�3.800.000 蔦s#�ﾃ����

基本財産 ��CbﾃC3�ﾃC唐�149.055,474 蔦"ﾃc#Bﾃ都b�政義賞金 借入金 長瀬運営 資金借入金 �"繝�������3.loo,000 蔦s#�ﾃ����

建物 塔津�#�ﾃ����89.920,000 �"ﾃc#Bﾃ都b�

土地 基本財産特定積金 糞価償却累計犠△ ����ﾃ���ﾃ����C2紊ヲﾃS�"�100.000.000 40,864.528 剔ﾞ職給与引当金 その他の引当金 

鼻傷の琳合計 �3�縱��ﾃCs2�7,701,603 �#B����ｨﾈ縱��

その他の南東資産 �"ﾃ3sRﾃS途�2.404.604 蔦#偵��r� ��

建物 構築物 機械及び蓑t 霊爾運搬具 器具及び備品 土地 建牡鹿勘定 ､減価償却集計義△ 権利 最期貸付金 保育所繰地 特定積金 その他の積立積金 ���3CBﾃ����ゅ�C津�#r�rﾃ���#3��1.344,000 9.135,872 8,075,268 蔦�ﾃ�ッﾃ�CR�ﾓ�ﾃ�Srﾃ�3��純資産の部 

纂本金 ��#rﾃ�c"緜#��127.062,629 ��

基本食 ��#rﾃ�c"緜#��127,062.629 ��

軒摩補助金尊 特別積立金 ��づ�#Bﾃ�ビ�20,427,767 蔦�緜�2ﾉ^ｦ��

車庫補助金等 頼朝積立金 ��づ�#Bﾃ�cr�20.427,767 蔦�緜�2ﾃ����

その他の積立金 �� ��

人件費積立金 修繕費積立金 傭晶傭人等積立金 改傭修繕積立金 �� ��

次期繰越活動 収支差鐘 �#2ﾃs3Bﾃ3C"�17.528,922 澱ﾃ#�RﾃC#��

次期繰連活動 収支差額 �#2ﾃs3B�3C"�17.528,922 田3�RﾃC#��

その他の蘭走資産 劔(うち当期活動 収支差鐘) 塔3�RﾃC#���c偵c#�ﾃ�3��4.452.504 165,018β18 ��ﾃsS"ﾃ��b�B緜��繝#��

耗資産の灘合計 

資産の奇合計 �#���33"ﾃ����172.720,921 �#ゅ���ﾈ�ｸ�ｳ��負債及び純資産 の血合什 �#��-S�"緜���172.720,921 �#ゅc��ﾃc���

脚注
1.渡価償却費の集fl犠
2.徽収不能引当金の蝶

50.507,732



貸　借　対　照　表

平鹿25年3月31日現を

鷲5号緩ま 

貿鑑の ����儿俐(,ﾉYB�

当年度末 儻ｹD�7悦��増麓 ��当年度末 ��*ﾉD�7伊2�増薫 

流動資産 都#�ﾃ��"�1,155,227 蔦C3Bﾃ�3R�流動負債 都�B��ｳ���1,148.246 ��3Bﾃ�3R�

現金親金 鼎s偵3�"�148.ー27 �33�#コ�短期運営 資金借入金 鉄S"ﾃ����530,500 蔦S3�ﾃS���

未収金 �#C�ﾃs���1.007.100 蔦scR紊���未払金 �495,748 鉄bﾃ3cR�

保+雷料 �#C�縱���193.600 鼎づ����給食費 都"經3��Cs津S���93,630 402,116 蔦#�ﾃ����sr紊cR�

補助金収入 譜 E) �813,500 蔦��2ﾃS��水連光熱費 繍ロ 

貯叢晶 立替金 前払金 短期貸付金 便払金 その他の 鼓動資産 劔預り金 賞与引当金 その他の 流動負債 ��c"�����122.000 鼎�ﾃ����

面定負債 �� ��

改傭資金 借入金 長期運営 資金借入金 �� ��

固定_資産 �� ��負債の細合計 都�Bﾃ����り48.248 蔦C3Bﾃ�3R�

基本財産 �� �� 

建物 土地 基本財産特定預金 減価償却累計績ム �� ��耗資産の細 

基本食 �� ��

纂本金 �� ��

国庫補助金等 特別積立金 �� ��

その他の面尭資産 �� ��国庫補助金等 特別積立金 �� ��

建物 撫養畿 櫨櫨及び叢1 ､本両運搬具 番長及び備品 土地 建牡鹿助走 減価償却累計壊△ 保育所繰蓮 積立預金 保育所盤放牧傭 整備積立預金 その他の鼠未発達 �� ��その他の積立金 �� ��

次期繰捷藩動 収支重鎮 澱ﾃ塔��6.981 ��

次期繰連活動 収支差畿 (うち当期活動 収支差養) 唐ﾃ塔��令,○8ー ��

純資産の帝合計 唐ﾃ塔��8.981 ��

米産の舟合計 都#�ﾃ��"�1.155,227 蔦C3Bﾃ�3R�負債及び耗資産 の勧合計 都#�ﾃ��"�7.155.227 蔦C3B��3R�



貸　借　対　照　表

平成25年3月31日覆在

鷺5号纏ま 

責塵の 刪� 價L優の静 

当年度末 ����7伊2�増糞 ��皇年度来 ����7永b�増減 

流動黄塵 鉄Bﾃ#Cゅ3#"�22.495,981 �3�ﾃsS#3C��流動員慎 �3���迭ﾃSィ�5,299.糾9 �#B縱迭縱3R�

現金積金 未収金 立替金 ���3�Bﾃ�#��3ゅ�32ﾃC�"�21.488,881 1,007.100 蔦2ﾃ#s2纉���3Rﾃ�#��c"�短期遍雷 資金借入金 未払金 ��ﾃ�S�ﾃ����#rﾃC#r�#�r�580.500 2,762.962 鉄ヲﾃS���#BﾃccB�#SR�

前払金 劔7It)食 ��ﾃS�ゅ3cr�1,866,787 蔦�CゅC#��

短期貸付金 痕払金 その他の 流動資産 劔庶受金 その他の 鼓動亀dl �289,600 蔦#ヲﾃ����

㈲定責塵 ��Cにe�ﾃ�コ�151,480,078 蔦"ﾃcS2ﾃ塔2�常定員慎 �"繝��ﾈx｢�3,800,㈱ 蔦s#������

暮本財よ ��Cb紊3�ﾃC唐�149.855,474 蔦"緜#Bﾃ都b�投儀半金 借入金 長期運営 資金借入金 �"繝��閂｢�3.600,000 蔦s#�ﾃ����

建物 塔津�#�ﾃ����89,920,000 �"ﾃ�#B纉s��

土地 基本財産特走積金 漉価償却累計犠△ ����､������C2ﾃCヲﾃS�"�100,000.㈱ 40,8糾,526 剽ｧ場給与引当金 その他の引当金 

負債の称合計 �3"ﾃ都RﾃSィ�8,899,849 �#Bﾃ�sRﾃs3R�

その他の固定資産 �"�3sRﾃS途�2,404.eO4 蔦#津��r� ��

建牡 繍集鞠 機械及び♯t 雷雨運搬裏 書鼻及び備品 土地 建投便助走 ､減価償却累計績A 権利 農期貸付金 爆雷新線嶺 特定積金 その他の積立積金 ���3CBﾃ����.�xﾈ<�#r�rﾃ��づ#3��I.344,000 9,135,872 8,075,268 蔦�ﾃ�ド��R�ﾓ�ﾃ�Cr��3��縄貴慮の薗 

基本食 ��#rﾃ�c"緜#��127,082.629 ��

纂本金 ��#r��c"緜#��127,082.629 ��

宙霊禰助金等 特別擁立金 ��ゅ�#B��cr�28.427.787 蔦�ﾃc�2ﾃc���

坤Jt補助金等 簿創繍立金 ��ゆ##Bﾃ�ビ�20.427,787 蔦�繝�2ﾃc���

その他の積立金 �� ��

人件責積立金 修繕費積立食 傷晶義人等積立金 故儀鯵縞積立金 �� ��

次期績農藩勤 収支基盤 �#B���"��3r�17.565,814 ���ﾃ�#ゅ##2�

次期繍連舌戦 収支養犠 �#Bﾃ��"ﾃ�3r�17.565.814 澱ﾃc#b�##2�

その他の固定資産 劔(うち当期活動 収支豊鍾) 澱緜#bﾃ##2��s��sづ�32�6,637,586 185.058310 椿ﾆﾂ�3c2�Rﾃ�#"ﾃc#2�

純資産の春台ff 

黄塵の琳合計 �#�4CSBﾃH�ｳr�173.958.0$9 �#津�唐ﾃ3S��負債及び純資産 の融合ff �#�4｢从｢ﾃC�r�173,956.059 �#偵�唐ﾃ3S��

脚注
1.麓価償却費の集計犠
2.徴収不能引義金の鞭

50.507,732


