
（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 478,396
   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 48,476,359

四国銀行卸団地支店（№0254136） 運転資金として 71,700,273
四国銀行卸団地支店（№0262058） 運転資金として 6,010,095
四国銀行卸団地支店（№0167160） 運転資金として 14,864,767
高知銀行大津支店（№0128051） 運転資金として 508,049
高知銀行大津支店（№0244113） 運転資金として 159,750
高知信用金庫高須支店（№0244814） 運転資金として 260,711

   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 1,638,914
   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 1,784,240
   未収金 美術館（施設使用料）など 公益事業に係る未収分 36,013,095
 前払金
   前払金 保険料 公益事業に係る前払金 118,630
 商品
   商品 図録、オリジナルグッズ　など 販売用等として 25,294,252

流動資産合計 228,757,531

 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） 公益目的事業の財源として使用 651,256

四国銀行卸団地支店（№0269370） 7,533,161
   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 55,000,000
   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） 9,625,263

高知信用金庫高須支店（№0225103） 100,077

 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 80,916,552

 特定費用準備資金
   美術館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） ①展覧会企画展の充実 11,000,000

四国銀行卸団地支店（№5117865） ②美術館ウェブサイトの改良 1,700,000
四国銀行卸団地支店（№5117865） ③貸館システムのリニューアル 1,400,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） ④企画展の充実 4,698,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） ⑤開館25周年記念事業の実施 2,000,000

   歴史民俗資料館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） 700,000

四国銀行卸団地支店（№5117865） ②開館25周年記念事業 5,220,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） 3,482,269
四国銀行卸団地支店（№0167160） 157,731

   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（№5117865） ②「龍馬没後150年」記念ﾌｫｰﾗﾑ 1,000,000
2,000,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） ④ホームページ制作委託 1,000,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） 3,880,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 2,000,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） ⑦資料収集整備 1,000,000
   文学館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） ①常設展示室の計画的な充実及

　び開館20周年記念企画
4,500,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 3,500,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 233,389
四国銀行卸団地支店（№0167160） 1,616,611

 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 △ 4,678,670

＜特定資産合計＞ 306,356,964

⑤リニューアルオープン後企画
　展及び常設展示の充実
⑥坂本龍馬記念館リニューアル
　オープン記念事業「能」公演

②展示室等施設ブラッシュアッ
　プ及び20周年記念企画開催
③開館20周年記念誌作成及び幕
　末維新博協賛企画展開催

③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（№5117865）

①通常展示の計画的な充実と
　開館25周年記念事業

③収蔵庫の耐震化事業
　　　　　〃
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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

①坂本龍馬記念館リニューアル
　オープン記念式典
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 (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
5,064,910

 建物附属設備減価償却累計額 △ 3,197,372
 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 △ 5,641,663
 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 69,237,489
 什器備品減価償却累計額 △ 58,527,619
 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
2,298,074

 美術品等 美術館、坂本龍馬記念館  など 公益目的事業としての展示に使
用

11,518,600

 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 △ 2,066,472
 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
62,079,360

＜その他の固定資産合計＞ 91,320,960
 (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 908,182,301

資産の部合計 1,136,939,832

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87,342,484

管理事業79,421
87,421,905

   未払消費税等 消費税 8,136,900
 前受金
   前受金 美術館4,721,390 翌年度の施設使用料 4,721,390
 預り金
   社会保険料 役職員 社会保険料 3,052,766
   雇用保険料 職員 雇用保険料 1,408,811
   所得税 役職員等 源泉所得税 645,196
   所得税（その他） 報酬・料金等 源泉所得税 299,742
　 市町村民税 職員 市町村民税 986,500
   その他 職員 振込手数料等 648
   歳計外 文学館等 受託販売 1,954,900

流動負債合計 108,628,758

  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 80,916,552
 リース債務 美術館 公益目的事業 2,755,296

固定負債合計 83,671,848

負債の部合計 192,300,606

正味財産 944,639,226
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