
平成24年度収支決算〈損益ペース)
平成24年1月1日から平成24年10月31固まで

|科目 l当年度 l前年度 l増減
【I一般正味財産増減の部】

1 ~ i常増減の部
(1 ) 常収益

z玄 主運用益
基2 度受取利息 276.000 243.000 33.000 

運 重t 量運用益
週用 産受取事j息 300 300 

事 収益

ヨ盟壁入場収益 562.900 961.498 -398，598 
収益 3.913，500 5，236，822 1，323，322 

施諒貰 収益
施設2 料収益 500.000 600，000 -100，000 
代工芸 取補助金収益 50.000 50.000 。
!品販売j 益 49.320 71，950 -22，630 
取寄付金
lIJt取寄付金 。
1.110取寄付金振替 3.496.995 4.381.839 -884，844 

雑民益
受取利息 1.463 2.515 一1，052
雑入 661.442 661.442 

経常収益軒 9.511.920 11，547，堅24 -2.035.704 

(2)経常費用
1)事業費 9.670.546 11.327.784 -1.657.238 

諸1金 140，826 一140.826
鉛岨 当2 1.833.125 2，106，318 -273，193 
法 E IB 431.849 499.435 -67，586 
f 司F in 。

オ F 175.940 170.100 !)，s4Q 
パ耗晶 E 59，758 144，905 -85，147 
EIl刷 il~費 16.800 126.328 一109.528
M&料担 182，944 175.568 7.376 
'熱 K費 1.14旦里73 1，353，294 -203.621 

53.680 433.144 379，464 
iI E :lIIX"屯 441.886 629，143 187，257 
広 52，500 61.425 -8.925 

:'i 58.926 38.993 19.933 
185.640 189.579 3，939 

及び賃借料 ~里72 274.725 一199.053
、 却費 3.637.099 4.385.331 748.232 

ヨ 1，144，476 598.670 545.806 
事 。
公 公課費 170.578 170.578 

2)収益事業費 373.563 768.294 394.731 

給1ヰ手当 7.467 7.467 
法 E福京l費 1.759 1.759 
消 E晶費 3.000 10.781 -7，781 
滅ai1Jjj 却費(什器備品含) 189.413 280.813 -91.400 
手肢: 1.000 1.000 

-・ e

l適用



委託料 180.000 -180，000 
公租公課費 170.924 296.700 一125，776

(3)管理費 510.554 483.409 27.145 

諸E同金 127.000 6，174 120.8261 
給地 巳当 26.134 38，609 -12，4751 
法 E事l費 6.157 9.155 一2，998
会 E 28.122 104.486 一76.3641
接; 交 R費 13.350 13.3501 
消 i晶. 20，000 2.854 17.1461 
印聞1t" ;費 40.772 -40，7721 
燃 ~~ 3.734 3，583 151 
‘' !聾 29，479 34.700 5，2211 . 、

4量i 1.376 11.106 -9，7301 
i慣IX 27，207 38.737 11.530 

手 1.000 4.332 -3，332 

広告 1.575 -1.5751 
E陵; 4.760 4.861 -101 
用 及び賃借料 1.940 13.247 一11，307

109.366 14.273 95.093 . 日a 却費 82.431 1_1~，64Q 37，214 
1金及び補助金 18.000 27.000 -9.000 
置 6.000 8.300 一2，300

公 置公謀費 4.498 4.498 

経常費用計 10.554.663 12.579.487 一2.024.824
当期経常増減l 一1，042，743 一1，031，863 一10，880

2事常外増減の部

(1じ」 定堂資外産扱受益増益

土地受増益

経常外収益計 。 。
(2)経常外費用

固定資産減損損失
土地漉損損失 。

経常外費用計 。
当期 E常外増減額 。 。 。
当 一般正時U~ '産1 車種 -1.042.743 一1，031，863 -10，880 

正昧討EE富掴期3 10.889.184 11，921，047 一1.031.863
事t定資 への撮書 888.011 888.011 

一般正味 E却|末残lE 10.734.452 10.889.184 一154.732
一般正味 Eへの振替額 一154，732 -1，031，863 877，131 

指定正味財 !湿描

正時 オAへの E 軍 -888，011 -888，011 
正時 オBf.への邑 重 -3，496，995 =<1，:381，839 884.844 

~ 事指定正 時比 亙碍関 4，385，006 4，381，839 3，167 
円E正昧l'A; 首残 E 227，029，859 231.411.698 -4，381，839 

正味 目A 京残I 222.644.853 227.029，859 -4.385.006 
正母 ;JI~ ?産期ヨ ~511 233.379.305 237.919.043 4.539.738 

s 
b 



貸借対照表

平成24年10月31日現在

E
F
h
'

，i' 

B • 

科 目 当年度 前年度 増減

I 資産の部

1.流動資産

現金預金 4，869，190 5，616，167 -746，977 

現 金 180，083 164，482 15，601 

普 通 預 金 4，689，107 5，451，685 一762，578

山口銀行萩支店 4，689，107 5，451，685 762，578 

未 収 金 8，000 65，000 57，000 

流動資産合計 4，877，190 5，681，167 -803，977 

2. 固定資産

(1)基本財産

土地 36，499，306 36，499，306 。
建 物 84，365，660 87，852，331 -3，486，671 

機 械 装 置 26，848 37，172 一10，324

展 刀t 品- 76，620，000 76，620，000 。
国 債 25，133，039 14，021，050 11，111，989 

定 期 預 金 12，000，000 12，000，000 

基本財産合計 222，644，853 227，029，859 -4，385，006 

(2)特定資産

定 期 預 金 4，821，650 3，821，650 1，000，000 

機 械 装 置 1，363，692 1，775，640 411，948 

特定資産合計 6，185，342 5，597，290 588，052 

(3)その他固定資産

その他固定資産合計 。 。 。
固定資産合計 228，830，195 232，627，149 3，796，954 

資産合計 233，707，385 238，308，316 4，600，931 

E 負債の部

1.流動負債

未 払 金 228，080 389，273 一161， 193 

前 J国tム 金 100，000 100，000 

流動負債合計 328，080 389，273 61， 193 

2. 固定負債

国定負債合計 。 。 。
負債合計 328，080 389，273 一61，193

E 正味財産の部

1. 指定正味財産 。
指定正味財産合計 222，644，853 227，029，859 4，385，006 

指定正味財産合計 222，644，853 227，029，859 4，385，006 

2.一般正味財産 。
。

一般正味財産合計 10，734，452 10，889，184 -]54.732 

正味財産合計 233，379，305 237，919，043 -4，539，738 

負債及び正味財産合計 233，707，385 238，308，316 -4，600，931 



. 司 . 町伽 -・--・・ - ....._-_....... 
買借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)現金
手元保管 運転資金として 180.083 

預金 普通預金 運転資金として 4.689.107 
山口銀行萩支庖

来収金 糞術館入館料 8.000 
流動貫産剖 4.877.190 

基(固本定財資産産: 萩市大:宅字地槽東426番1
地目 公益目的財産であり、美術館の敷地 10.280.000 
地積:4∞rrl として使用している。
萩市大字椿東4493番1
地目:雑種地 美術館及び法人の駐車場としている。 2.352.000 
地積:98rrl 
萩市大字椿東4494番1
地目雑種地 美術館及び法人の駐車場としている。 1.632.000 
地積:68rrl 
萩市大字椿東4481番
地目:宅地 一部賃貸し、賃貸収益を収益事業の財 13，392，300 
地積:446.41rrl 源として使用している
萩市大字椿東4482番2

賃貸収益を収益事業の財源として使用
土 地 地目:宅地 8，771.700 

地積:292.39rrl 
. している

萩市大字椿東426番3
糞術館と一体として使用及び一部賃貸

地目:山林
(収益事業)している。

5.130 
地積:171.∞rrl 
萩市大字槽東426番1

美術館と一体として使用及び一部賃貸
地目:山林

(収益事業)している。
地積:1791.51 rrl 
萩市大字槽東4479番11
地目:山林 賃貸収益を収益事業の財源として使用 66，176 
地積:56rrl している

萩市大字椿東426番7 持分2分の1
地目:山林

障術館(道路)と一体として使用している
地積:54.49rrl 
萩市大字椿東426番1
種類:美術館 公益目的財産であり、陶芸作品等を展 83，472，710 
構造:鉄骨造鋼板葺2階建 示している。

床面積:601.03rrl
萩市大字槽東426番1
種類:附属建物 賃貸収益を収益事業の財源として使用
構造:木造平屋建 している

床面積:18.36rrl 
萩市大字椿東426番1
家屋番号426番1

賃貸収益を収益事業の財源として使用
種類:作業場

している 83.840 
構造:木・鉄骨造瓦葺平屋建
床面積:138.73rrl 

建物 萩市大字槽東4481番

家屋番:作号業4481番
種類 場 賃貸収益を収益事業の財源として使用

構床造面積:鉄:骨造スレート葺平屋建 している
197.93rrl 

l枝市大字槽東4482番外

家種屋類番:作号業44場82番2の1 賃貸収益を収益事業の財源として使用

構|床造面積:木:造瓦9.3葺4r平rl'屋建
している

239. 809，110 
萩市文字槽東4482番
家屋番号4482番の2
種類:J苫舗 賃貸収益を収益事業の財源として使用

構造面積:木:造瓦葺2階建 している
床 190.04rrl

t 
ゐ



賃貸料
光熱水費、通

4，821，650 
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