
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

Ⅰ  資産の部
 １  流動資産

 現金預金
   現金 運転資金として 201,786
   小口現金 釣銭準備資金として 1,450,000
   普通預金 四国銀行卸団地支店（№0139434） 運転資金として 49,984,400

四国銀行卸団地支店（№0254136） 運転資金として 119,146,278
四国銀行卸団地支店（№0262058） 運転資金として 2,634,056
四国銀行卸団地支店（№0167160） 運転資金として 11,747,995
高知銀行大津支店（№0128051） 運転資金として 424,066
高知銀行大津支店（№0244113） 運転資金として 133,645

   普通預金（現金） 四国銀行卸団地支店他６件 運転資金として 2,658,281
   定期預金 高知銀行大津支店 運転資金として 20,000,000
 未収金
   未収利息 国債 ＳＭＢＣ日興証券 受取利息 1,801,906
   未収金 美術館（施設使用料）など 公益事業に係る未収分 22,173,970
 商品
   商品 図録、オリジナルグッズ　など 販売用等として 27,022,645

流動資産合計 259,379,028

 ２  固定資産
 (1) 基本財産

 基本財産
   普通預金 四国銀行卸団地支店（№0223885） 公益目的事業及び管理目的の財

源として使用
756,160

   投資有価証券 国債 ＳＭＢＣ日興証券 公益目的事業及び管理目的の財
源として使用

499,243,840

      ＜基本財産合計＞ 500,000,000
 県民文化振興基金
   定期預金 四国銀行卸団地支店 公益目的事業の財源として使用 10,447,667

＜県民文化振興基金合計＞ 10,447,667
 (2) 特定資産

 事業安定特定資産
   普通預金 四国銀行卸団地支店

　　　　 （№0225128、0269370）
公益目的事業の財源として使用 6,622,467

   定期預金 高知銀行大津支店 公益目的事業の財源として使用 65,000,000
   定期預金 高知信用金庫 公益目的事業の財源として使用 100,000,000

 従業員福利厚生特定資産
   普通預金 四国銀行卸団地支店（№0225136） 539,954

高知信用金庫高須支店（№0225103） 80,023
   定期預金 高知信用金庫高須支店 〃 10,000,000

 退職給付引当資産
   普通預金 四国銀行卸団地支店（№0225144） 職員の退職手当資金として 58,802,242

 特定費用準備資金
   美術館普通預金 四国銀行卸団地支店（№0254136） 展覧会企画展の充実 16,575,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 美術館ホール事業の充実 4,000,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） 美術館ウェブサイトの改良 1,700,000

1,400,000

   歴史民俗資料館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） 2,200,000

5,220,000

   坂本龍馬記念館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） 1,169,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 資料収集 900,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） 「龍馬没後150年」記念ﾌｫｰﾗﾑ 1,000,000

2,000,000

   文学館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） 開館20周年記念事業のため 2,300,000
4,500,000

 建物附属設備 美術館（遮光フィルム） 美術館の遮光のため 4,952,325
 建物附属設備減価償却累計額 △ 4,587,452

＜特定資産合計＞ 284,373,559
 (3) その他の
　　固定資産

 建物 美術館 296,000
 建物減価償却累計額 △ 296,000
 建物附属設備 歴史民俗資料館、文学館など コミュニケーションボード、階

段手すりなど公益事業に使用
4,052,410

 建物附属設備減価償却累計額 △ 3,014,989
 車両運搬具 総務部、文学館   など 公益目的事業用として 5,733,885
 車両運搬具減価償却累計額 △ 5,549,448
 什器備品 美術館、歴史民俗資料館     など 公益目的事業用として 65,053,072
 什器備品減価償却累計額 △ 54,930,977
 無形固定資産 総務部、美術館などのソフトウェア 受付事務、会計事務、給与事務

用などとして
3,267,477

財　産　目　録
平成28年３月31日現在

貸借対照表科目

従業員の福利厚生事業のための
財源として管理

四国銀行卸団地支店
　　　　 （№0254136、0167160）

常設展示室の計画的な充実及び
開館20周年記念事業のため

坂本龍馬記念館リニューアル
オープン記念式典

坂本龍馬記念館リニューアル
オープン記念事業「能」公演

四国銀行卸団地支店
　　　　 （№0254136、0167160）

四国銀行卸団地支店
　　　　 （№0254136）

貸館システムのリニューアル

四国銀行卸団地支店
　　　　 （№0254136、0167160）

開館25周年記念事業

通常展示の計画的な充実と開館
25周年記念事業



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

 美術品等 坂本龍馬記念館 公益目的事業としての展示に使
用

8,740,600

 リース資産 美術館 公益目的事業用として 4,821,768
 リース資産減価償却累計額 △ 688,824
 投資有価証券 国債 ＳＭＢＣ日興証券 公益目的事業及び管理目的の財

源として使用
78,496,960

＜その他の固定資産合計＞ 105,981,934
 (4) 投資その他
　　の資産

 預託金 セレナなど自動車6台 自動車リサイクル費用として 56,710

＜投資その他の資産合計＞ 56,710

固定資産合計 900,859,870

資産の部合計 1,160,238,898

Ⅱ  負債の部
  １  流動負債

 未払金
   未払金 展覧会運営費等 公益事業106,540,769

管理事業730,804
107,271,573

   未払消費税等 消費税 12,756,800
 前受金
   前受金 美術館5,920,450 翌年度の施設使用料 5,920,450
 預り金
   社会保険料 役職員 社会保険料 3,070,121
   雇用保険料 職員 雇用保険料 1,727,155
   所得税 役職員等 源泉所得税 870,100
   所得税（その他） 報酬・料金等 源泉所得税 306,357
　 市町村民税 職員 市町村民税 1,198,200
   その他 職員 振込手数料等 648
   歳計外 文学館等 受託販売 2,698,837

流動負債合計 135,820,241

  ２  固定負債
 退職給付引当金 職員分 職員の退職手当の引当 58,802,242
 リース債務 美術館 公益目的事業 4,132,944

固定負債合計 62,935,186

負債の部合計 198,755,427

正味財産 961,483,471


