
（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 126,551
   小口現金 釣銭準備資金として 800,000
   普通預金 四国銀行卸団地支店（№0139434） 運転資金として 53,476,031

四国銀行卸団地支店（№0254136） 運転資金として 102,345,046
四国銀行卸団地支店（№0262058） 運転資金として 4,702,579
四国銀行卸団地支店（№0167160） 運転資金として 10,929,498
高知銀行大津支店（№0128051） 運転資金として 530,125
高知銀行大津支店（№0244113） 運転資金として 167,771
高知信用金庫高須支店（№0244814） 運転資金として 520,713

   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 1,101,058
   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 25,145,314
 前払金
   前払金 保険料 公益事業に係る前払金 121,690
 商品
   商品 図録、オリジナルグッズ　など 販売用等として 27,856,690

流動資産合計 249,607,306

 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 276,663

四国銀行卸団地支店（№0269370） 7,253,161
   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） 8,681,532

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 77,018,038

 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 6,000,000

四国銀行卸団地支店（№5117865） ②企画展の充実 4,698,000
四国銀行卸団地支店（№5117865） ③開館25周年記念事業の実施 2,000,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） ④館収蔵作品の保存修復 7,700,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） ⑤Wi-Fi環境の整備 2,480,965
四国銀行卸団地支店（№0167160） 　　　 〃 9,035
四国銀行卸団地支店（№0167160） ⑥企画展の充実 9,110,000

   歴史民俗資料館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） ①収蔵庫の耐震化事業 3,640,000
   坂本龍馬記念館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） 2,000,000

四国銀行卸団地支店（№5117865） 2,000,000

四国銀行卸団地支店（№5117865） ③資料収集整備 1,000,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） ④資料収集整備 5,940,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） ⑤企画展及び常設展示の充実 4,944,000
四国銀行卸団地支店（№0254136） 4,000,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 2,692,523
四国銀行卸団地支店（№0167160） 3,323,477

   文学館普通預金 四国銀行卸団地支店（№5117865） ①開館20周年記念誌作成及び
　幕末維新博協賛企画展開催

1,850,000

四国銀行卸団地支店（№0254136） 1,298,574
四国銀行卸団地支店（№0167160） 301,426

 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 △ 4,747,083

＜特定資産合計＞ 313,522,713

⑥企画展の充実及び資料収集
　整備

②展示室他館内施設等ブラッ
　シュアップ

⑦リニューアルオープン後の
　広報活動の拡大

②坂本龍馬記念館リニューアル
　オープン記念事業「能」公演
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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
5,363,910

 建物附属設備減価償却累計額 △ 3,736,566
 車両運搬具 総務部、文学館   など 公益目的事業用として 7,115,961
 車両運搬具減価償却累計額 △ 6,117,404
 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 81,216,610
 什器備品減価償却累計額 △ 67,057,606
 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
1,587,600

 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

19,426,600

 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 △ 3,444,120
 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
72,346,560

＜その他の固定資産合計＞ 111,523,313
 (4) 投資その他
　　の資産

 預託金 セレナなど自動車7台 自動車リサイクル費用として 65,840

＜投資その他の資産合計＞ 65,840

固定資産合計 935,559,533

資産の部合計 1,185,166,839

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115,033,919

管理事業51,298
115,085,217

   未払消費税等 消費税 12,896,100
 前受金
   前受金 美術館、歴史民俗資料館、文学館 翌年度の施設使用料等 2,513,790
 預り金
   社会保険料 役職員 社会保険料 3,188,718
   雇用保険料 職員 雇用保険料 1,113,644
   所得税 役職員等 源泉所得税 740,881
   所得税（その他） 報酬・料金等 源泉所得税 286,134
　 市町村民税 職員 市町村民税 1,180,500
   その他 職員 振込手数料等 648
   歳計外 文学館等 受託販売 1,128,088

流動負債合計 138,133,720

  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 77,018,038
 リース債務 美術館 公益目的事業 1,377,648

固定負債合計 78,395,686

負債の部合計 216,529,406

正味財産 968,637,433
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