
別紙4

財産日録
（令和2年3月31日現在）

令和2年5月15日

（単位：円）　1頁

貸借対照表稗日 �場所・物置奪 �取得 年1番 �使用目的等 �鴨川日置置 �濃く○農相 刷糾後 �貿晴対照 重な〃 

I資産の龍 

理公 私血糊食 間恥 部I 壌脚） 帝I ナII 淘） と・I 子i小 宅I ）鳥t高一） I：∴Tl � � � � � �83．628 

62、717 

157．338 

小鮒（募金） �����303．683 

I若鮎 � � � � �31．656．160 

19．530．019 

他 �� ���16，292．172 7．847．121 6，891，524 6．835，881 4．727、961 7．966．177 625．343 25，653．947 13．829．371 34409，873 21．872．394 66．102 8、104062 16，260，651 9，233 

定朋櫛金 �をI烏 �� ���66．000．000 

小動く真金確金） ����� 

47．554234 

29．769．962 

69．170．538 

小か（事象未収金） �����1▲ふ19▲73l 

26．652 

32，060 

漉職質葺合請 ������3M248911 

IJ也 � � � �34、049．280 � �34049．280 

8．512、320 ��8．512．320 

1 �� �6．587．447 ��6．587．447 

202．069 ��202．069 

ヽ �� �11．842．668 ��11．842、668 

14．187．200 ��14187．200 

i �� �2．267．866 ��2、267．866 



別紙4 令和2年5月15日

財産日録
（令和2年3月31日現在）　　　　　　　　　　　（単位：円〉　　2頁

貸借対照表柑目 �場所・物量奪 �取持 年1番 �使用日的等 ���取的tS後 �着筆置Ji 鱗詔書 �餓儒対照 塞く○○ 

ている ��70．747 � �70．747 

名薬間物点）冊‖i鎚）字I謙3脈馬 ヽ �� �ている ��4．077，332 ��4，077．332 

アネiiノウ � ��98．324、000 ��98，324，000 

Tをiiノン � ��1．165．000 ��1，165，000 

アネック � ��8．670、000 ��8．670、000 

7号iノツ � ��719，000 ��719IOOO 

恥l縄桂台 7号十Iソ � ��11．775．000 ��11．775．000 

TネiIソ � ��24．137．000 ��24137．000 

枕1縄持合 アネック � ��91470．000 ��9．470，000 

枕1縄社会 アキ・ソク � ��457，000 ��457．000 

アキ・ゾウ � ��51519．000 ��5，519．000 

6言04，680 ��6言04680 

．ていろ ��15．540．000 ��15．5401000 

部2捧持食 �．ている � �5．820．000 2言09．400 12，546，250 ��5．820 2．109 12．546 �．000 ．400 ，250 

）ろ 

小動く土地） �������284153．259 

牡的 �1蘭 1杭 州l 博l �200（朽iiを � ��� � � 

筋ilL 節1傭 � �� �78，993．704 �64102，921 

（小Ii 枕2鞘 � �� � �104、69 � 

に硬iI 請2桶 � �� �64933．805 �47．47 � 

．l � �在席．I � ��238．494375 �99．210．094 �139．28 � 

龍1秤桔食 71高上種 和書鞘社食 � �� � �170，20 � 

）1　11 �2003国‾It �一・㌧して 舟）托桂＿ �∵ていろ �� � �45．442 � 

沢91惰幽19 � �ん六ウス � ��58．228．100 �44．138．833 �14．08 � 

小冊（義持） �������860．16 � 

3．00 � 

基本財産合着 ��������1．147，319 � 

上他 � � �ら外事 � ��381，000 � �381．000 

握的 � � �取持封 じ）寮；二 � ��18．271，495 �18、271．490 �5 

構築的 � � � ���16．133，250 �15，932．696 �200．554 

5．171．250 �4499．539 �671．711 

38、881．123 �37．588．235 �1．292．888 

小計（購葉物） �������2．165．153 

復職及び裳訊 � � � ���73．642．277 �47，858．547 �25、783．730 

14287，672 �13－530－107 �757 934 2．119 �．565 ．480 ．543 

台 �� ���16，653IO30 �15．718、550 

32．972，029 �30．852．486 

小論（宣教重農具） �������徽811 � 

32．764、796 �30，894948 �1．869．848 

13．871．144 �13言55．308 �715，836 

66，97419g �63．416，414 �3，557．785 

小物（蓉具及び細島） �������ell徽169 



別紙4 令和2年5日15日

財産日録
（合印2年3月31日現在〉　　　　　　　　　　　　（単位：円）　3頁

貸借対照表稗R �場所・物量等 �取約 年度 �使用日的専 �敵船i“後 �減篤農月i 質朴〃 �賃僻対照 蓋g後 

弛れ楢 � � �9．605．856 �3．835，328 �5．770．528 

6．821．460 �1131691 �6．707．769 

4．732．140 �78．869 �4653．271 

9，936．000 �165．600 �9．770．400 

小鮒（禦影リース筆書） �����21．131．410 

5，000 � �5．000 

言卜雛 � � � � �30．496．781 

。ト飾 �� ���19．596．398 

45，096．610 

小論（退職継付引当葉書） �����95．189．789 

2、000．000 � �2，000，000 

1．000．000 ��1．000，000 

小鮒くその個の種立葉書） �����3000000 

11．730 � �11．730 

13．590 ��13．590 

小鮒（その他の8度筆意） �����25．320 

その他の自足質重合肘 ������ 

田定責重合請 ������ 

資産合鮒 ������ 



別紙4 令和2年5月15日

財産日録
（令和2年3月31日現在）　　　　　　　　　　　（単位：円〉　　4頁

貸借約照褒科目 �場所・物量等 �取掛 年i暮 �使用日的奪 �取御置後 �職tttミ 強さl〃 �貸借対照 重な〃 

Ⅱ　負億の部 

9、800．525 

6．624040 

15．956．507 

小職（事業未払金） �����32．381，072 

16．650．000 11，550．000 2，333，184 

小物（1年以内返済予危機後資金置入金） �����30533，1調 

人か � � � � � �1．851．612 1．695，204 

小物（l年以内返済予定長調重き東金輸入金） �����象51ふ816 

1．364292 2．488．284 1．987．200 

小職（l年以内返済予定リース徽糠） �����5．839．776 

舶‘〕命 � � � � � �61．056 

他部は酸 �り 持飾り � � � � �6．958 45．197 

小冊（義教傭職） �����52．155 

tiI仰り � � � � �12．993 75．030 

小鮒（原生年金） �����88．023 

小動く職員照り金） �����11億178 

当日 liiの � � � � �10．246．666 6．460，001 12，717，333 

小物（賞与引当金） �����29．12▲000 

漬動後置合議 ������101．926．082 

324870．000 22、281．700 

小請（級置賞金輸入金） �����5－5．●41．700 

17．680、655 16．187．645 

小物（長調重き義金置入金） �����33．8el．300 



別紙4 令和2年5月15日

財産日録
（令和2年3月31日現在）　　　　　　　　　　（単位：円）　5頁

貸借対照表料日 �場所・物量等 �取得 年i書 �使用日的等 �取㈱（“簾 �薫くSt月i 鍬jl後 �賃惰対照 蓋1g営 

5，34 7，93 7．78 �，477 ．515 ，200 

小冊（リース徽赫） �����21．06 �．192 

高鮪 ．I義 子章、五重 � � � � �30，496．781 19．596．398 45．096，610 

小鮒（退職齢付引当金） �����95．189．789 

目定員億合冊 ������ 

貫億合計 ������797．488．063 

差引雑費壷 ������ 


