
１　継続事業の前提に関する注記
該当なし

２　重要な会計方針
　（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　 ・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）
　　　　 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法
　　　　 ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
　　　　　　　取得価額の10％を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても
　　　　　　　使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額１円まで償却を行っている。
　　　　 ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額１円を控除した金額に達するまで償却
　　　　　　　する。　　―　償却率を乗ずる定額法
　　　　 ・ソフトウエア等無形固定資産　―　当初より残存価額をゼロとし償却率を乗ずる定額法

　（３） 引当金の計上基準
　　　　・退職給与引当金
　　　　　　（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業の当法人が負担する負担額の累計額を「退
　　　　　　職給与引当金」として計上している。
    　　・賞与引当金
　　　　　　職員の６月１日基準の賞与支給に備えるため，当期に帰属する期間の支給見込み額を計上してい
　　　　　　る。

　（４） リース取引の処理方法
　　　　・社会福祉法人会計基準適用以前のリース取引については，引き続き通常の賃貸借処理に係る方法
　　　　　に準じた会計処理を適用している。
　　　　 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引　―　該当なし

３　重要な会計方針の変更
該当なし

４　法人で採用する退職給付制度
　　　　・（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業に加入している。 　　
　　　　・（独）福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５　法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

　（１）　法人全体の計算書類（会計基準省令第１号１様式，第２号１様式，第３号１様式）

　（２）  事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式，第２号第２様式，第３号第２様式）
当法人では，社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

　（３）  社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号３様式，第２号３様式，第３号３様式）

　（４）  公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号３様式，第２号３様式，

当法人では，公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
　（５）  拠点区分（社会福祉事業）
　　　　　　ア　法人本部拠点
　　　　　　イ　認定こども園五日市乳児保育園拠点
　　　　　　ウ　保育園花ぞの拠点
　　　　　　エ　にじ保育園拠点
　　　　　　オ　五日市すみれこども園拠点
　　　　サービス区分明細書（別紙３（⑩），別紙３（⑪），別紙３（⑬），別紙３（⑭））　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　各拠点区分には保育園サービス区分が一つであるため省略している。

第３号３様式）

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
（法人単位）



６　基本財産の増減の内容及び金額
　　　　基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。

７　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８　担保に供している資産
担保に供されている資産は，以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）

計

担保している債務の種類及び金額は，以下のとおりである。
設備資金借入金 （１年以内返済予定額含む。）

計

　　　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。
（単位：円）

10　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
　　　　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

11　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

12　関連当事者との取引の内容
該当なし

13　重要な偶発債務
該当なし

14　重要な後発事象
該当なし

15　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16　その他福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産，負債及び純資産
　　の状態を明らかにするための必要な事項
  （１） 会計処理上の見積方法の変更　―　該当なし
  （２） 新たに採用した会計処理に関する事項　―　該当なし
  （３） 勘定科目の内容について特に説明すを要する事項　―　該当なし
  （４） 法令，所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項　―　該当なし

９　有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 　

合　　　計 1,249,281,548 0 26,304,153

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額
土　　　地 314,167,600 0 0
建　　　物 935,113,948

（単位：円）
当期末残高

314,167,600
908,809,7950 26,304,153

1,222,977,395

268,167,600円
905,441,655円

1,173,609,255円

531,113,000円
531,113,000円

区　　　分 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産） 1,155,596,416 246,786,621 908,809,795

構　築　物 43,460,990 30,912,048 12,548,942
車輌運搬具 7,016,075 5,677,407 1,338,668

938,819,533
器具及び備品 88,405,684 72,296,889 16,108,795

合　　　計 1,308,186,065 369,366,532

区　　　分 債権額 徴収不能引当金の当期末残額

未収補助金 14,641,987 0

建物（その他の固定資産） 13,706,900 13,693,567 13,333

債券の当期末残額
事業未収金 8,103,105 0 8,103,105

14,641,987
合　　　計 22,745,092 0 22,745,092



１　重要な会計方針
　（１）　固定資産の減価償却の方法
　　　　・残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額１円を控除した金額に達するまで償却する
　　　　　―　償却率を乗ずる定額法

　（２） 引当金の計上基準
該当なし

　（３） リース取引の処理方法
該当なし

２　重要な会計方針の変更
該当なし

３　採用する退職給付制度
該当なし

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

 （１） 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式，第２号第４様式，第３号第４様式）

 （２） 実施しているサービス区分　―　保育園サービス区分が一つであるため省略している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分明細書（別紙３（⑩），別紙３（⑪），別紙３（⑬），別紙３（⑭））

５　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７　担保に供している資産
該当なし

　　　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

（単位：円）

９　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
該当なし

10　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

12　その他福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産，負債及び純資産
　　の状態を明らかにするための必要な事項
  （１） 会計処理上の見積方法の変更　―　該当なし
  （２） 新たに採用した会計処理に関する事項　―　該当なし
  （３） 勘定科目の内容について特に説明すを要する事項　―　該当なし
  （４） 法令，所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項　―　該当なし

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
（法人本部拠点区分）

区　　　分 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

８　有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 　

器具及び備品 208,950 167,988 40,962
40,962合　　　計 208,950 167,988



１　重要な会計方針
　（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　 ・満期保有目的の債券等　―　償却原価法（定額法）
　　　　 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　決算日の市場価格に基づく時価法

　（２）　固定資産の減価償却の方法
　　　　 ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
　　　　　　　取得価額の10％を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても
　　　　　　　使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額１円まで償却を行っている。
　　　　 ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額１円を控除した金額に達するまで償却
　　　　　　　する。　　―　償却率を乗ずる定額法
　　　　 ・ソフトウエア等無形固定資産　―　当初より残存価額をゼロとし償却率を乗ずる定額法

　（３） 引当金の計上基準
　　　　・退職給与引当金
　　　　　　（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業の当法人が負担する負担額の累計額を「退
　　　　　　職給与引当金」として計上している。
    　　・賞与引当金
　　　　　　職員の６月１日基準の賞与支給に備えるため，当期に帰属する期間の支給見込み額を計上してい
　　　　　　る。

　（４） リース取引の処理方法
　　　　・社会福祉法人会計基準適用以前のリース取引については，引き続き通常の賃貸借処理に係る方法
　　　　　に準じた会計処理を適用している。
　　　　 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引　―　該当なし

２　重要な会計方針の変更
該当なし

３　採用する退職給付制度
　　　　・（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業に加入している。
　　　　・（独）福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

 （１） 認定こども園五日市乳児保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式，第２号第４様式，

 （２） 実施しているサービス区分　―　保育園サービス区分が一つであるため省略している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分明細書（別紙３（⑩），別紙３（⑪），別紙３（⑬），別紙３（⑭））

５　基本財産の増減の内容及び金額
　　　　基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７　担保に供している資産
担保に供されている資産は，以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）

計

323,710,901円
382,870,901円

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
（認定こども園五日市乳児保育園拠点区分）

（単位：円）
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

第３号第４様式）

432,239,041

59,160,000円

土　　　地 105,160,000 0 0 105,160,000
建　　　物 339,077,717 0 11,998,676 327,079,041
合　　　計 444,237,717 0 11,998,676



担保している債務の種類及び金額は，以下のとおりである。
設備資金借入金 （１年以内返済予定額含む。）

計

　　　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

（単位：円）

９　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
　　　　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

10　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

12　その他福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産，負債及び純資産
　　の状態を明らかにするための必要な事項
  （１） 会計処理上の見積方法の変更　―　該当なし
  （２） 新たに採用した会計処理に関する事項　―　該当なし
  （３） 勘定科目の内容について特に説明すを要する事項　―　該当なし
  （４） 法令，所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項　―　該当なし

器具及び備品 43,180,074 35,458,292 7,721,782
合　　　計 587,675,615 242,064,864 345,610,751

区　　　分 債権額 徴収不能引当金の当期末残額 債券の当期末残額

構　築　物 37,980,990 28,509,729 9,471,261
車輌運搬具 6,063,555 4,724,888 1,338,667

建物（基本財産） 500,450,996 173,371,955 327,079,041
区　　　分 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

73,445,000円
73,445,000円

８　有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 　

5,754,065 0 5,754,065事業未収金

合　　　計 12,050,721 0 12,050,721
未収補助金 6,296,656 0 6,296,656



１　重要な会計方針
　（１）　固定資産の減価償却の方法
　　　　 ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
　　　　　　　取得価額の10％を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても
　　　　　　　使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額１円まで償却を行っている。
　　　　 ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額１円を控除した金額に達するまで償却
　　　　　　　する。　　―　償却率を乗ずる定額法
　　　　 ・ソフトウエア等無形固定資産　―　残存価額をゼロとし償却率を乗ずる定額法

　（２） 引当金の計上基準
　　　　・退職給与引当金
　　　　　　（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業の当法人が負担する負担額の累計額を「退
　　　　　　職給与引当金」として計上している。
    　　・賞与引当金
　　　　　　職員の６月１日基準の賞与支給に備えるため，当期に帰属する期間の支給見込み額を計上してい
　　　　　　る。

　（３） リース取引の処理方法
該当なし

２　重要な会計方針の変更
該当なし

３　採用する退職給付制度
　　　　・（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業に加入している。
　　　　・（独）福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

 （１） 保育園花ぞの拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式，第２号第４様式，第３号第４様式）

 （２） 実施しているサービス区分　―　保育園サービス区分が一つであるため省略している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分明細書（別紙３（⑩），別紙３（⑪），別紙３（⑬），別紙３（⑭））

５　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし（借地・借園舎）

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７　担保に供している資産
該当なし

　　　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

（単位：円）

８　有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 　

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
（保育園花ぞの拠点区分）

区　　　分 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
車輌運搬具 952,520 952,519 1
器具及び備品 12,517,079 10,643,228 1,873,851

合　　　計 13,469,599 11,595,747 1,873,852



９　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
　　　　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

10　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

12　その他福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産，負債及び純資産
  （１） 会計処理上の見積方法の変更　―　該当なし
  （２） 新たに採用した会計処理に関する事項　―　該当なし
  （３） 勘定科目の内容について特に説明すを要する事項　―　該当なし
  （４） 法令，所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項　―　該当なし

3,165,407
合　　　計 3,397,907 0 3,397,907

債券の当期末残額
事業未収金 232,500 0 232,500

区　　　分 債権額 徴収不能引当金の当期末残額

未収補助金 3,165,407 0



１　重要な会計方針
　（１）　固定資産の減価償却の方法
　　　　 ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
　　　　　　　取得価額の10％を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても
　　　　　　　使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額１円まで償却を行っている。
　　　　 ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
　　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額１円を控除した金額に達するまで償却
　　　　　　　する。　　―　償却率を乗ずる定額法
　　　　 ・ソフトウエア等無形固定資産　―　残存価額をゼロとし償却率を乗ずる定額法

　（２） 引当金の計上基準
　　　　・退職給与引当金
　　　　　　（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業の当法人が負担する負担額の累計額を「退
　　　　　　職給与引当金」として計上している。
    　　・賞与引当金
　　　　　　職員の６月１日基準の賞与支給に備えるため，当期に帰属する期間の支給見込み額を計上してい
　　　　　　る。

　（３） リース取引の処理方法
　　　　・社会福祉法人会計基準適用以前のリース取引については，引き続き通常の賃貸借処理に係る方法
　　　　　に準じた会計処理を適用している。
　　　　 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引　―　該当なし

２　重要な会計方針の変更
該当なし

３　採用する退職給付制度
　　　　・（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業に加入している。
　　　　・（独）福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

  （１） にじ保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式，第２号第４様式，第３号第４様式）

  （２） 実施しているサービス区分　―　保育園サービス区分が一つであるため省略している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分明細書（別紙３（⑩），別紙３（⑪），別紙３（⑬），別紙３（⑭））

５　基本財産の増減の内容及び金額
　　　　基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７　担保に供している資産
担保に供されている資産は，以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）

計

担保している債務の種類及び金額は，以下のとおりである。
設備資金借入金 （１年以内返済予定額含む。）

計

合　　　計 399,198,269 0 7,744,876 391,453,393
建　　　物 337,190,669 0 7,744,876 329,445,793
土　　　地 62,007,600 0 0 62,007,600

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
（にじ保育園拠点区分）

（単位：円）
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

183,000,000円
183,000,000円

62,007,600円
329,445,793円
391,453,393円



　　　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

（単位：円）

９　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
　　　　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

10　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

12　その他福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産，負債及び純資産
　　の状態を明らかにするための必要な事項
  （１） 会計処理上の見積方法の変更　―　該当なし
  （２） 新たに採用した会計処理に関する事項　―　該当なし
  （３） 勘定科目の内容について特に説明すを要する事項　―　該当なし
  （４） 法令，所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項　―　該当なし

事業未収金 264,660 0 264,660

建物（その他の固定資産） 13,706,900 13,693,567 13,333

８　有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 　

建物（基本財産） 356,936,252 27,490,459 329,445,793
区　　　分 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

構　築　物 5,480,000 2,402,319 3,077,681
器具及び備品 17,089,881 13,812,616 3,277,265

債券の当期末残額

合　　　計 393,213,033 57,398,961

区　　　分 債権額 徴収不能引当金の当期末残額

未収補助金 2,102,274 0

335,814,072

2,102,274
合　　　計 2,366,934 0 2,366,934



１　重要な会計方針
　（１）　固定資産の減価償却の方法
　　　　・残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額１円を控除した金額に達するまで償却する
　　　　　―　償却率を乗ずる定額法
　　　　 ・ソフトウエア等無形固定資産　―　残存価額をゼロとし償却率を乗ずる定額法

　（２） 引当金の計上基準
　　　　・退職給与引当金
　　　　　　（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業の当法人が負担する負担額の累計額を「退
　　　　　　職給与引当金」として計上している。
    　　・賞与引当金
　　　　　　職員の６月１日基準の賞与支給に備えるため，当期に帰属する期間の支給見込み額を計上してい
　　　　　　る。

　（３） リース取引の処理方法
　　　　・社会福祉法人会計基準適用以前のリース取引については，引き続き通常の賃貸借処理に係る方法
　　　　　に準じた会計処理を適用している。
　　　　 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引　―　該当なし

２　重要な会計方針の変更
該当なし

３　採用する退職給付制度
　　　　・（福）広島県社会福祉協議会退職手当資金交付事業に加入している。
　　　　・（独）福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

４　拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

 （１） 五日市すみれ保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式，第２号第４様式，第３号第４様式）

 （２） 実施しているサービス区分　―　保育園サービス区分が一つであるため省略している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分明細書（別紙３（⑩），別紙３（⑪），別紙３（⑬），別紙３（⑭））

５　基本財産の増減の内容及び金額
　　　　基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。

６　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７　担保に供している資産
担保に供されている資産は，以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）

計

担保している債務の種類及び金額は，以下のとおりである。
設備資金借入金 （１年以内返済予定額含む。）

計

252,284,961円
147,000,000円

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
（五日市すみれこども園拠点区分）

（単位：円）
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土　　　地 147,000,000 0 0 147,000,000
建　　　物 258,845,562 0 6,560,601 252,284,961
合　　　計 405,845,562 0 6,560,601 399,284,961

399,284,961円

261,256,000円
261,256,000円



　　　　固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

（単位：円）

９　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高
　　　　債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

10　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

12　その他福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産，負債及び純資産
　　の状態を明らかにするための必要な事項
  （１） 会計処理上の見積方法の変更　―　該当なし
  （２） 新たに採用した会計処理に関する事項　―　該当なし
  （３） 勘定科目の内容について特に説明すを要する事項　―　該当なし
  （４） 法令，所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項　―　該当なし

合　　　計 4,929,530 0 4,929,530
未収補助金 3,077,650 0 3,077,650
事業未収金 1,851,880 0 1,851,880

区　　　分 債権額 徴収不能引当金の当期末残額 債券の当期末残額

器具及び備品 15,409,700 12,214,765 3,194,935

８　有形固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 　

区　　　分 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物（基本財産） 298,209,168 45,924,207 252,284,961

合　　　計 313,618,868 58,138,972 255,479,896


