
広島県薬剤師会会計

（単位：円）

Ⅰ　資産の部 　

1.流動資産

(1) 現金預金　　　

現金 現金手許有高 50,000

普通預金 広島銀行三川町支店 19,019,645

もみじ銀行昭和町支店 5,600,767
ゆうちょ銀行広島富士見郵便局 3,645,894

中国銀行広島支店 114,283
三菱東京ＵＦＪ銀行広島中央支店 62,400

現金預金合計 28,492,989

(2) その他流動資産

未収金 150,900

その他流動資産合計 150,900

流動資産合計 28,643,889

2.固定資産

(1) 基本財産

土地 85,000,000

基本金 もみじ銀行昭和町支店 846,762

　〃 広島銀行三川町支店 674,641

基本財産合計 86,521,403

(2) 特定資産

職員退職手当積立金 もみじ銀行昭和町支店 22,502,917

　　　　〃 広島銀行三川町支店 13,748,827

薬剤師会史積立金 もみじ銀行昭和町支店 436,502

財政調整積立金 三菱東京ＵＦＪ銀行広島中央支店 10,000,000

　　　〃 広島銀行三川町支店 25,000,000
会館施設設備整備積立金 中国銀行広島支店 51,839,714

特定資産合計 123,527,960

(3) その他固定資産

建物 268,642,476

建物減価償却累計額 -209,621,568

構築物 4,785,538

構築物減価償却累計額 -4,151,036

車輌運搬具 1,069,208
車輌運搬具減価償却累計額 -1,037,131

什器備品 36,213,477
什器備品減価償却累計額 -34,819,020

その他の固定資産合計 61,081,944

固定資産合計 271,131,307

資産合計 299,775,196

Ⅱ　負債の部 　

1.流動負債

未払金 2,477,610

前受金 12,000

預り金 1,237,701

流動負債合計 3,727,311

2.固定負債

退職給付引当金 36,251,744

固定負債合計 36,251,744

負債合計 39,979,055

正味財産 259,796,141

財  産  目  録

科　　　　　　　　　目 金　　　　　額

平成24年3月31日現在



保険薬局部会会計

（単位：円）

Ⅰ　資産の部 　

1.流動資産

(1) 現金預金　　　

普通預金 広島銀行三川町支店 28,145,890

ゆうちょ銀行広島富士見郵便局 5,123,507

現金預金合計 33,269,397

(2) その他流動資産　　

立替金 18,694

その他流動資産合計 18,694

流動資産合計 33,288,091

2.固定資産

(1) 特定資産

医薬分業施設設備整備積立金

広島銀行三川町支店 160,261,554

広島銀行三川町支店 10,000,000

広島信用金庫本店 20,091,452

広島信用金庫本店 10,000,000

住友信託銀行広島支店 68,888

住友信託銀行広島支店 10,000,000

もみじ銀行昭和町支店 10,000,000

医薬分業施設設備整備積立金預金合計 220,421,894

財政準備積立金

もみじ銀行昭和町支店 82,000,000

財政準備積立金預金合計 82,000,000

特定資産合計 302,421,894

固定資産合計 302,421,894

資産合計 335,709,985

Ⅱ　負債の部 　

1.流動負債

預り金 0

流動負債合計 0

2.固定負債

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産 335,709,985

財  産  目  録

科　　　　　　　　　目 金　　　　　額

平成24年3月31日現在
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会館運営事業特別会計

（単位：円）

Ⅰ　資産の部 　

1.流動資産

(1) 現金預金　　　

普通預金 広島銀行三川町支店 6,572,541

　〃 　〃　　　　〃 2,912,527

　〃 　〃　　　　〃 8,177,473

現金預金合計 17,662,541

(2) その他流動資産

未収金 152,329

その他流動資産合計 152,329

流動資産合計 17,814,870

固定資産合計 0

資産合計 17,814,870

Ⅱ　負債の部 　

1.流動負債

仮受金 0

流動負債合計 0

2.固定負債

固定負債合計 0

負債合計 0

正味財産 17,814,870

財  産  目  録
平成24年3月31日現在

科　　　　　　　　　目 金　　　　　額
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検査センター特別会計

（単位：円）

Ⅰ　資産の部 　

1.流動資産

(1) 現金預金　　　

現金 現金手許有高 50,000

普通預金 広島銀行三川町支店 3,510,153

現金預金合計 3,560,153

(2) その他流動資産

未収金（検査料） 381,550

その他流動資産合計 381,550

流動資産合計 3,941,703

2.固定資産

(1) 特定資産

広島銀行三川町支店 0

特定資産合計 0

(2) その他固定資産

什器備品 86,245,133

什器備品減価償却累計額 -73,702,754

その他の固定資産合計 12,542,379

固定資産合計 12,542,379

資産合計 16,484,082

Ⅱ　負債の部 　

1.流動負債

未払金 7,485,240

前受金 546,000

流動負債合計 8,031,240

2.固定負債

固定負債合計 0

負債合計 8,031,240

正味財産 8,452,842

　（平成23年度分　6,526,535）

財  産  目  録
平成24年3月31日現在

科　　　　　　　　　目 金　　　　　額

機器整備積立預金
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