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運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

地方公共団体等からの財源措置の明細
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業務費及び一般管理費の明細

寄附金の明細

受託研究の明細

共同研究の明細
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貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位円)

勘 定 科 目 金 額

資産の部

1.固定資産

1.有形固定資産

土地 2，533，966，000 

建物 1，350，576，927 

減価償却累計額 ム439，116，801 911，460，126 

構築物 47，821，993 

減価償却累計額 /::"19，567，994 28，253，999 

工具器具備品 287，077，763 

減価償却累計額 ム174，057，526 113，020，237 

図書 413，664，455 

美術品・収蔵品 47，000，000 

車両運搬具 1，476，050 

減価償却累計額 ム1，476，049

建設仮勘定 4，410，000 

有形固定資産合計 4，051，774，818 

2 無形固定資産

ソフトウェア 8，177，917 

その他の無形固定資産 92，640 

無形固定資産合計 8，270，557 

3.投資その他の資産

長期前払費用

敷金保証金 210，000 

投資その他の資産合計 210β00 

固定資産合計 4，060，255，375 

n.流動資産

現金及び預金 141，017，678 

未収学生納付金収入 1，970，000 

徴収不能引当金 ム572，500 1，397，500 

前渡金 36，750 

前払費用 1，905，810 

未収収益 1，253，301 

未収入金 36，369，664 

その他流動資産 11，730 

流動資産合計 181，992，433 

資産合計 4，242，247，808 

負債の部

1.固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等 62，534，330 

資産見返繍助金等 5，182，342 

資産見返寄附金 11，534，507 

資産見返物品受贈額 395，894，956 

建設仮勘定見返施設費 4，410，000 479，556，135 

長期リース債務 36，538，842 

固定負債合計 516，094，977 

n.流動負債

短期1)ース債務 42，328.996 

未払金 84，152，792 

未払費用 13，555，772 

前受金 1，180，000 

預り科学研究費補助金等 335，922 

預り金 6，715，768 

流動負債合計 148，269，250 

負債合計 664，364.227 



貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位円)

勘 定 科 目 金 額

純資産の部

1.資本金

地方公共団体出資金 3，823，539，000 

資本金合計 3，823，539，000 

E 資本剰余金

資本剰余金 136，685，171 

損益外減価償却累計額(.6.) .6.448，130，883 

資本剰余金合計 .6.311.445，712 

E 利益剰余金

目的積立金 30，650，068 

当期末処分利益 35，140，225 

(うち当期総利益) 35，140，225 

利益剰余金合計 65.790，293 

純資産合計 3，577，883，581 

負債純資産合計 4，242，247，808 
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損益 計 算 書

(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

勘定科

経常費用

目 金

業務費

教育経費

研究経費

教育研究支援経費

受託事業費

役員人件費

教員人件費

職員人件費

一般管理費

財務費用

支払利息

雑損失

経常収益

経常費用合計

運営費交付金収益

授業料収益

講習料収益

入学金収益

検定料収益

受託事業等収益

国及び地方公共団体

その他の受託事業等収益

寄附金収益

施設費収益

補助金等収益

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金等戻入

資産見返補助金等戻入

資産見返寄付金戻入

資産見返物品受贈額戻入

財務収益

雑益

経常利益

臨時損失

経常収益合計

固定資産除却損

臨時利益

徴収不能引当金戻入

当期純利益

目的積立金取崩額

当期総利益

201，564，506 

32，057，243 

9.607.701 

1，081，080 

46，709，259 

523，932，523 

118，339，153 

50，000 

1，031，080 

7，086，127 

2，005，797 

7，109 

8，575，127 

3 

(単位:円)

額

933，291，465 

30，577，145 

2，354，929 

66.794 

966.290.333 

475，363，964 

338，629，900 

556，700 

96，021，000 

13.856.700 

1，081，080 

1，864，749 

3，910，456 

30，394，097 

17，674，160 

48，340 

4，951，035 

984，352，181 

18，061，848 

5，433，652 5.433.652 

995，000 995，000 

13，623，196 

21，517，029 

35，140，225 



キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

区 分 金

(単位:円)

額

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出

その他の業務支出

運嘗費交付金収入

授業料収入

講習料収入

入学金収入

検定料収入

受託研究等収入

受託事業等収入

寄付金収入

補助金等収入

その他の収入

預り金の増減

業務活動によるキャッシュ・フロー

ム673.875.057

ム208，060，550

482，321，000 

343.381.850 

556.700 

96，021，000 

13，856，700 

2，966，600 

8，455，080 

100，000 

8.941.097 

3，243，382 

ム1，402，623

言十 76，505，179 

76，505，179 

E 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無固定資産の取得による支出

施設費による収入

、、l
 

J
 

言十

ム23，860，865

ム985，320

9，775，500 

D. 15，070，685 

48，340 

ム15，022，345

利息及び配当金の受取額

投資活動によるキャッシュ・フロー

E 財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

利息の支払額

財務活動によるキャッシュ・フロー

ム43.939.436

言十 ム43.939.436

ム2.354.929

ム46，294.365

15.188.469 

125，829，209 

141.017.678 

v資金増加額

羽資金期首残高

司資金期末残高
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利益の処分に関する書類

勘 定

I 当期未処分利益

当期総利益

E 積立金振替額

科 目

教育研究向上・組織運営改善積立金

(目的積立金)

E 利益処分額

積立金

金

(単位:円)

額

35，140，225 

35，140，225 

30，650，068 

30，650，068 

65.790.293 

j主) 当期末の利益処分(予定)額の積立金には、地方独立行政法人会計基準第gH中期目標の期間の最後の事業年度の利

益処分」に従い、目的積立金から積立金に振り替えようとする額 30，650，068円が含まれております。

これは、地方独立行政法人法第40条第4項の規定により、業務の財源に充てることができる積立金として、設立団体の長

の承認を受けたものであ仏教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てることを意図としたもので‘あります。

また、第2期中期計画「剰余金の使途JIこ対応する積立金の額は 35，140，225円であります。
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行政サービス実施コスト計算書

(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

勘 定 科

I 業務費用

(1)損益計算書上の費用

業務費

一般管理費

財務費用

(2) (控除)自己収入等

援業料収益

講習料収益

入学料収益

検定料収益

受託事業等収益

寄附金収益

資産見返運営費交付金等戻入

財務収益

雑益

業務費用合計

E 損益外減価償却相当額

E 事|当外賞与増加見積額

N 引当外退職給付増加見積額

V 機会費用

地方公共団体出資の機会費用

VI(控除)設立団体納付額

vn行政サービス実施コスト

目

933，291.465 

30，577.145 

2.354.929 

ム338.629.900

ム556，700

d96，021 ，000 

ム13，856，700

d 1.081.080 

ム1，864，749

d 1.833.248 

6 

ム48，340

ム3，667，035

35.542.611 

金

966.290.333 

ム457.558.752

(単位:円)

額

508，731，581 

64.611.593 

ム265.633

10.150.065 

35，542，611 

61 8，770，21 7 



注記

(重要な会計方針等)

1 . 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

耐周年数については、法人税法上の耐周年数を基準としております。主な耐周年数は以下のとおりであります。

建物

構築物

工具器具備品

車両還機具

2-32年

5-23年

2-5年

5年

また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第84)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資

本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人肉利用のソフトウェアについては、法人肉における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 引当金の計上基準

(1)徴収不能引当金

未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に検討して、回収不能見込額を計

ょしております。

(2) 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書の引当外賞与噌加見積額1ま、当事業年度末の引当外貨与見積額から、前事業年度末

の同見積額を控除した額を計上しております。

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付噌加見積額は、地方独立行政法人会計基準第85第4項に基

づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

4. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成23年度大分県10年金国型市場公募債の応募者利回りを参考に利率1.00酬で計算しております。

5 リース取引についての会計処理

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

6 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

7 



(貸借対照表関係)

1 退職給付引当金

退職給付引当金は計上しておりません。

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は473，691，385円であります(大分県からの派遣職員に対する退

職給付見積額は上記金額より除いております。)。

2 減損処理

該当事項はありません。

3 金融商品関係

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額(*1)

(1)現金及び預金 141，017，678 

(2)リース債務 (78，867，838) 

(3)未払金 84，152，792 

(*1)負債に計上されているものは、( )で示しております。

(1)現金及び預金

時価(*1)

141，017，678 

(79，202，887) 

84，152，792 

(単位:円)

差額(判)

( f:>. 335，049) 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)リース債務

リース債務の時価については、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に

よっております。

(3)未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

4 賃貸不動産関係

該当事項はありません。

5 資産除去債務関係

該当事項はありません。

(損益計算書関係)

該当事項はありません。

(キャッシュフロー計算書関係)

(1)資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定

預入期聞が3ヶ月を超える定期預金

資金期末残高

(2) 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得

(行政サービス実施コスト計算書関係)

141，017，678 円

141β17，678 円

22，842，110 円

引当外退職給付増加見積額については、大分県からの派遣職員に係る金額160，940円を含んでおります。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

8 



附属明細



(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(r第84特定の償却資産の減価に係る会計処理』及び「第89資産除却債務に係る特定の除却費用等の
会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損樋失の明細

{単位同}

減価償却累計額 減損損失累計額
差害l

資産の種領 期首残高 当期増加高 当期減少高 期末残高
当期末残高

摘要

当期償却額 当期鍋益岡 当期鍋益外

建物 1，331 ，649，579 3，197，250 ー 1，334，846，829 433，148，594 57，642，102 901，698，235 

構築物

有形固定資産
機構装置

(特定償却資産)
工具器具備晶 14，408，449 18，490，073 32，898，522 9，054，734 4，718，304 23，843，788 

車両運搬具

富十 1 ，346，058，028 21，687，323 ー 1，367，745，351 442，203，328 62，360，406 925，542，023 

建物 15，730，098 15，730，098 5，968，207 3，155，731 9，761，891 

構築物 47，821，993 47，821，993 19，567，994 3，383，288 28，253，999 

機繍装置

有形固定資産
{特定償却資産 工具器具備品 226，366目005 27，813，236 254，179，241 165，002，792 45，193，284 89，176，449 

以外)

図書 413，221，588 6，020，745 5，577，878 413，664，455 ~ ~ 413，664，455 

車両運徹具 1，476，050 1，476，050 1，476，049 184，507 1 

計 704，615，734 33，833，981 5，577，878 732，871，837 192，015，042 51，916，810 540，856，795 

土地 2，533，966，000 -I 2，533，966，000 ~ ~ 2，533，966，000 

美術晶・収蔵品 47，000，000 47，000，000 ~ ~ 47，∞0，000 

非償却資産

~ ~ 建段仮勘定 4，410，000 4，410，000 4，410，000 

計 2，585，376，000 -I 2，585，376，000 ~ ~ 2，585，376;∞o 

土地 2，533，966，000 2，533，966，000 ~〆 ~ 2，533，966，000 

建物 1，347，379，677 3，197，250 -I 1，350，576，927 439，116，801 60，797，833 911，460，126 

構築物 47，821，993 47，821，993 19，567，994 3，383目288 28，253，999 

機械装置

有形固定資産
工具器具備品 240，774，454 46，303，309 287，077，763 174，057，526 49，911，588 113，020，237 

合計

~ ~ 図書 413，221，588 6，020，745 5，577.878 413，664，455 413，664，455 

美術品・収蔵品 47，000，000 47，000，000 ~ ~ 47，000，000 

車両運徹具 1，476，050 1，476，050 1，476，049 184，507 

建鼓仮勘定 4，410，000 4，410，000 ~ ~ 4，410目。。。

計 4，636目049，762 55，521，304 5，577，878 4，685，993，188 634，218，370 114，277，216 4，051，774，818 

無形画定資産
ソフトウzア 10，434，860 985，320 11目420，180 5，927，555 2，251，187 5，492，625 

(特定償却資産)

借地権

無形固定資産 ソフトウェア 22，645，053 22，645，053 19，959，761 3，488，607 2，685目292
(特定償却資産

以外)
その他 92，640 92，640 92，640 

計 22，737，693 22，737，693 19，959，761 3，488，607 2，777，932 

借地権

無形固定資産
ソフトウエア 33，079，913 985，320 34，065，233 25，887，316 5，739，794 8，177，917 

合計
その他 92，640 92，640 92，640 

計 33，172，553 985，320 34，157，873 25，887，316 5，739，794 8，270，557 

役資その他
敷金保鉦金 210，000 210，000 ~ ------

210，000 

の資産
E十

-------
t _______ 210目。。。 210，000 210，000 
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(2) たな卸資産の明細
該当事項はありません。

(3) 有価証券の明細
(3) -1 流動資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(3)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(4) 長期貸付金の明細
該当事項はありません。

(5)長期借入金の明細

該当事項はありません。

(6)引当金の明細

区分
貸付金等(未収学生納付金収入)の残高

期首残高 当期増減額 期末残高

徴収不能引当金 1.845.000 125.000 1.970.000 

計 1.845.000 125.000 1.970.000 

(注)回収不能見込額の算定方法

(単位:円)

貸倒引当金の残高
摘要

期首残高 当期増減額 期末残高

1.345.000 ム 772.500 572.500 (注)

1.345.000 ム 772.500 572.500 

未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に検討
して、回収不能見込額を計上しております。

(7)資産除去債務の明細
該当事項はありません。

(8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

10 



(8)資本金及び資本剰余金の明細

区 分 期首残高 当期増加額

資本金 地方自治体出資 3.823.539.00。
その他

計 3.823.539.000 

資本剰余金 資本剰余金

地方自治体承継 46.054.000 

施設費 20，496.500 9.023.544 

運営費交付金 38.640 

捜業料

補助金等

寄附金等 1.000.000 

目的積立金 46.423.388 13.649.099 

損益外固定資産除売却差額

その他

言十 114.01 2.528 22.672.643 

損益外減価償却累計額(ム) ム383.519.290 ム64.611.593

差引計 ム269.506.762 ム41.938.950

(9)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細
(9)ー 1 積立金等の明細

(単位:円)

当期減少額 期末残高 摘 要

3.823.539.000 

3.823.539.000 

46.054.000 

29.520.044 

38.640 

1.000.000 

60.072.487 

136.685.171 

ム448.130.883

ム311.445.712

区 分 期首残高 当期増加額| 当期減少額 期末残高

(単位:円)

摘要

教育研究向上・組織運営改善積立金

A 
I:::l 計

(9) -2 目的積立金の取崩しの明細

目 的 積 立金取崩額

A 
Eヨ

35.254.355 30.561.841 

30.561.841 

教育研究向上
組織運営改善積立金

言十

11 

35.166.128 30，650，068 (注)

35.166.128 30.650.068 

(単位:円)

金額|摘 要

21，517，0291 教宵研究目的費用の発生

13，649，0991 教育研究目的資産の取得

35，166，128 



(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(10)ー 1 運営費交付金債務

交付金当期
当期振替額

交付年度 期首残高
交付額 運営費交付金 資産見返

収益 運営費交付金

平成23年度 479.941.100 475.363.964 4.577.136 

合 言十 479.941.100 475.363.964 4.577.136 

(10)ー 2 運営費交付金収益
(単位ー円)

業務等区分 23年度交付分 合 言十

一般業務 442.525.371 442.525.371 

退職給付 32.838.583 32.838.583 

4ロ』 言十 475.363.954 475.363.954 

( 11)地方公共団体等からの財源措置の明細

(11)-1 施設費の明細

区 分 当期交付額 建設仮勘定

見返施設費

公立大学法人施設
12.934.000 

整備事業費補助金

.d. 百十 12.934.000 ロ

(11) -2補助金等の明細

区 分 当期交付額 建設仮勘定

見返補助金等

大学教育・学生支援
9.334.000 推進事業

無形民俗文化財委
21.468.000 託事業

aロ!). 言十 30.802.000 

(11) -3工事負担金等の明細
該当事項はありません。

(11)-4 長期預り補助金等の明細
該当事項はありません。

(11 )ー5 長期預り工事負担金等の明細
該当事項はありません。

左の会計処理内訳

資産見返

補助金等
資本剰余金

9.023.544 

9.023.544 

左の会計処理内訳

資産見返
資本剰余金

補助金等

12 

資本剰余金

施設費収益

3.910.456 

3.910.456 

長期預かり

補助金

407.903 

407.903 

(単位:円)

小宮十
期末残高

479.941.100 

479.941.100 

(単位円)

摘 要

(単位.円)

補助金等収益
摘 要

文部科学省大学|

8.926.097 改革推進等補助
金

文化庁文化遺産

21.468.000 
を活かした観光

振化事興業・地位活性

30.394.097 



(12) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

報酬文は給与 退職給付
区 分

支給額 支給人員 支給額 支給人員

常 勤 41，086，802 4 

役 員 非常勤 850，320 5 

言十 41，937，122 9 

常 勤 450，999，821 59 32，838，583 3 

教職員 非常勤 90，269，163 96 

言十 541.268.984 155 32，838，583 3 

常勤 492，086，623 63 32，838，583 3 

~ 計 非常勤 91，119，483 101 

言十 583，206，1 06 164 32，838，583 3 

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学役員報酬規程及び公立大学法人大分県立芸術文化短期大学役員退職手当規程

に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する給与及び退臓手当の支給基準

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学職員給与規程及び公立大学法人大分県立芸術文化短期大学職員退職手当規程

に基づき支給しております。

(注3) 役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数lま、年間平均支給人員数となっております。

(注4) 上記には、法定福利費(72，936，246円)は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。
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(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位・円)

実績金額(累計)

教育経費

消耗品費 5，745，738 

備品費 520，800 

印刷製本費 8，098，188 

水道光熱費 26，958，384 

旅費交通費 12，092，338 

通信運搬費 1，513，156 

賃借料 5，191，155 

福利厚生費 2.472.738 

保守費 30，507，660 

修繕費 9，110，087 

広告宣伝費 3，519，650 

行事費 1，275，917 

諸会費 535.650 

報酬 2，555，300 

奨学費 18.557.500 

減価償却費 45，278，775 

貸倒損失 975，000 

委託料 24，406，571 

手数料 617.300 

謝金 280.988 

雑費 1.351.611 201，564，506 

研究経費

消耗品費 6.527.580 

備品費 2，226，130 

印刷製本費 1.330.045 

水道光熱費 2，695，732 

旅費交通費 9，582，365 

通信運搬費 68，110 

賃借料 1，041，190 

行事費 8，000 

諸会費 1.100.585 

報酬 158，000 

減価償却費 5.151.922 

委託料 34，650 

手数料 41，690 

謝金 358，000 

雑費 1，733，244 32，057，243 

教育研究支援経費

消耗品費 4.129.280 

備品費 315，000 

水道光熱費 1，684，830 

旅費交通費 74，620 

通信運搬費 4，160 

賃借料 143，640 

保守費 905，625 

修繕費 289，065 
諸会費 91.000 

会議費 65，628 

報酬 175.000 

減価償却費 1，518，673 

雑費 211，180 9，607，701 
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(14) 業務費及び一般管理費の明細
(単位円)

受託事業費 1，081，080 1，081，080 

役員人件費

役員人件費

報酬(常勤) 41，086，802 

報酬(非常勤) 850.320 

法定福利費 4.772.137 46，709，259 

常勤教員人件費

給料 291，271，297 

賞与 96，192，298 

法定福利費 55，453，002 

退職給付費用 32，838，583 475，755，180 

非常勤教員人件費

給料 47，989，814 

法定福利費 187.529 48，177，343 523，932，523 

職員人件費

常勤職員人件費

給料 49.010.117 

貰与 14，526，109 

法定福利費 6，645，730 70.181.956 

非常勤職員人件費

給料 42，279，349 

法定福利費 5，877，848 48.157.197 118，339，153 

一般管理費

消耗品費 5，280，467 

印刷製本費 18，690 

水道光熱費 2，358，925 

旅費交通費 1，053，164 

通信運搬費 2，031，693 

賃借料 525.980 

車両燃料費 75，788 

保守費 5，132，224 

修繕費 406，785 

保険料 1，213，234 

行事費 7.200 

諸会費 8，000 

報酬 505.410 

租税公課 36，250 

減価償却費 3，456，047 

徴収不能引当金 222，500 

委託料 125，475 

手数料 7，810，647 

雑費 308，666 30，577，145 
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(15) 寄附金の明細
(単位:円)

区分 当期受入額 件数 摘要

14件 「費用処理 1，864.749円j

寄附金 3，258，308 (1件) (肉、現金給付 100，000円)

166件 「資産計上 1，393，559円」

aロ"'" 言十 3，258，308 180件

(16) 受託研究の明細
当該事項はありません。

(17) 共同研究の明細
当該事項はありません。

(18) 受託事業等の明細

期首残高 受託事業等収益

1，081，080 

1，081，080 

(単位:円)

期末残高

一一一一一(19) 科学研究費補助金等の明細
(単位:円)

種目 当期受入額 件数(件) 摘要

科学研究費補助金 (980，000) 

基盤研究(8) 294，000 
2 

科学研究費補助金 (1，200，000) 

若手研究(8) 360，000 

学術研究助成基金助成金 (1，900，000) 
2 

基盤研究(C) 570，000 

学術研究助成基金助成金 (200，000) 

挑戦的萌芽研究 60，000 

.g. 言十
(4，280，000) 

6 
1，284，000 

(注)上段( )内に直接経費相当額を、下段に間按経費相当額を記載しております。

他大学の研究分担者に送金する分担金相当額は除き、当大学に帰属する研究

分担者が受領する分担金相当額は含んでおります。

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
①現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分 金 額

現 金 47，027 

昔 通 預 金 90，964，216 

定 期 預 金 50，006，435 

合 百十 141，017，678 

②未払金の明細
(単位:円)

区 分 金 額

退 職 金 32.921.396 

図 書 1，310，466 

そ の 他 49，920，930 
aEaコ.. 言十 84，152，792 
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