
No. 1

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

1 27,916,445 27,916,445 27,916,445 0

食肉センター敷地（南あわじ市市小井441-6） 事業用資産 平成12年01月07日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成12年01月07日 0

1 筆 0

食肉センター 0

－ 27,916,445

2 18,889,986 18,889,986 18,889,986 0

食肉センター敷地（南あわじ市市小井475） 事業用資産 平成14年01月09日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成14年01月09日 0

1 筆 0

食肉センター 0

－ 18,889,986

3 19,367,458 19,367,458 19,367,458 0

食肉センター敷地（南あわじ市市小井476） 事業用資産 平成14年01月09日 対象外 0 0

土地 － 非償却

平成14年01月09日 0

1 筆 0

食肉センター 0

－ 19,367,458

66,173,889 0 66,173,889 0

事業用資産 0 0

土地

合計 0

0

0

66,173,889

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

平成31年１月１日現在
の固定資産税評価額で
評価替え

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 2

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

4 930,715,000 930,715,000 347,156,695 30,713,595

食肉センター 事業用資産 平成13年03月31日 対象外 583,558,305 30,713,595

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産建物 平成13年03月31日 31年 30,713,595

1 棟 金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る)工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 1

食肉センター その他のもの 0.033 0.033 614,271,900

その他のもの － 12ヶ月 316,443,100

11 61,940,900 61,940,900 42,863,104 4,769,449

冷蔵設備 事業用資産 平成27年09月30日 対象外 19,077,796 4,769,449

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成27年09月30日 13年 4,769,449

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 0.077 0.077 23,847,245

冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)－ 12ヶ月 38,093,655

12 39,436,400 39,436,400 27,289,992 3,036,602

空調設備 事業用資産 平成27年10月30日 対象外 12,146,408 3,036,602

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成27年10月30日 13年 3,036,602

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 0.077 0.077 15,183,010

冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)－ 12ヶ月 24,253,390

13 23,264,450 23,264,450 17,029,578 1,558,718

廃水処理施設 事業用資産 平成28年03月23日 対象外 6,234,872 1,558,718

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成28年03月23日 15年 1,558,718

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 給排水又は衛生設備及びガス設備 0.067 0.067 7,793,590

－ 12ヶ月 15,470,860

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 3

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

16 8,223,010 8,223,010 6,340,629 550,941

受水槽 事業用資産 平成28年11月08日 対象外 1,882,381 550,941

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成28年11月08日 15年 550,941

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 給排水又は衛生設備及びガス設備 0.067 0.067 2,433,322

－ 12ヶ月 5,789,688

19 6,916,020 6,916,020 5,912,046 463,373

ボイラー 事業用資産 平成30年02月13日 対象外 1,003,974 463,373

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成30年02月13日 15年 463,373

1 建物付属設備 1

食肉センター 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 0.067 0.067 1,467,347

その他のもの － 12ヶ月 5,448,673

20 1,080,000 1,080,000 846,000 108,000

外壁引戸 事業用資産 平成30年02月28日 対象外 234,000 108,000

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成30年02月28日 10年 108,000

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 0.100 0.100 342,000

その他のもの － 12ヶ月 738,000

21 26,267,280 26,267,280 24,461,405 866,820

食肉センター（建築改修） 事業用資産 平成30年03月05日 対象外 1,805,875 866,820

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産建物 平成30年03月05日 31年 866,820

1 金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る)工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの 1

食肉センター その他のもの 0.033 0.033 2,672,695

その他のもの － 12ヶ月 23,594,585

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 4

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

24 11,178,280 11,178,280 10,242,100 748,944

廃水処理施設 事業用資産 平成31年01月22日 対象外 936,180 748,944

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成31年01月22日 15年 748,944

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 給排水又は衛生設備及びガス設備 0.067 0.067 1,685,124

－ 12ヶ月 9,493,156

25 1,906,550 1,906,550 1,628,513 238,318

自動火災報知機 事業用資産 平成31年02月01日 対象外 278,037 238,318

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成31年02月01日 8年 238,318

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 0.125 0.125 516,355

－ 12ヶ月 1,390,195

28 18,985,750 18,985,750 18,455,732 1,272,045

照明設備 事業用資産 令和元年11月21日 対象外 530,018 1,272,045

建物 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 令和元年11月21日 15年 1,272,045

1 式 建物付属設備 1

食肉センター 電気設備(照明設備を含む) 0.067 0.067 1,802,063

その他のもの － 12ヶ月 17,183,687

1,129,913,640 0 502,225,794 44,326,805

事業用資産 627,687,846 44,326,805

建物

合計 44,326,805

11

672,014,651

457,898,989

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 5

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

5 3,990,000 3,990,000 1 0

脊髄吸引除去装置 有形固定資産 平成15年03月31日 機械装置 3,989,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成15年03月31日 12年 0

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 3,989,999

－ 12ヶ月 1

6 4,243,000 4,243,000 1 0

牛高速と畜銃装置 有形固定資産 平成19年03月31日 機械装置 4,242,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成19年03月31日 12年 0

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 4,242,999

－ 12ヶ月 1

7 1,995,000 1,995,000 1 0

と体不動化装置 有形固定資産 平成19年03月31日 機械装置 1,994,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成19年03月31日 12年 0

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 1,994,999

－ 12ヶ月 1

8 1,354,000 1,354,000 1 0

顕微鏡 有形固定資産 平成13年03月31日 器具備品 1,353,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置以外の有形減価償却資産 平成13年03月31日 8年 0

1 式 器具及び備品 1

食肉センター 4.光学機器及び写真製作機器 0.125 0.125 1,353,999

引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 － 12ヶ月 1

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 6

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

9 4,625,000 4,625,000 1 0

高圧温水洗浄器 有形固定資産 平成13年03月31日 機械装置 4,624,999 0

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成13年03月31日 12年 0

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 4,624,999

－ 12ヶ月 1

10 1,428,000 1,428,000 588,336 119,952

本棟枝肉計量器 有形固定資産 平成25年03月31日 機械装置 839,664 119,952

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成25年03月31日 12年 119,952

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 959,616

－ 12ヶ月 468,384

14 14,866,170 14,866,170 9,871,138 1,248,758

と畜機械設備 有形固定資産 平成28年03月23日 機械装置 4,995,032 1,248,758

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成28年03月23日 12年 1,248,758

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 6,243,790

－ 12ヶ月 8,622,380

15 1,015,200 1,015,200 588,820 85,276

病畜棟枝肉計量器 有形固定資産 平成27年03月31日 機械装置 426,380 85,276

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成27年03月31日 12年 85,276

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 511,656

－ 12ヶ月 503,544

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 7

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

17 12,340,190 12,340,190 8,884,940 1,036,575

と畜機械設備 有形固定資産 平成28年12月13日 機械装置 3,455,250 1,036,575

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成28年12月13日 12年 1,036,575

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 4,491,825

－ 12ヶ月 7,848,365

18 12,358,140 12,358,140 10,108,961 1,038,083

と畜機械設備 有形固定資産 平成30年02月05日 機械装置 2,249,179 1,038,083

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成30年02月05日 12年 1,038,083

1 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 3,287,262

－ 12ヶ月 9,070,878

22 906,120 906,120 791,949 76,114

胸割鋸 有形固定資産 平成30年10月03日 機械装置 114,171 76,114

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成30年10月03日 12年 76,114

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 190,285

－ 12ヶ月 715,835

23 2,430,000 2,430,000 2,191,860 204,120

腹糞脱水機 有形固定資産 平成31年02月20日 機械装置 238,140 204,120

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成31年02月20日 12年 204,120

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 442,260

－ 12ヶ月 1,987,740

淡路広域行政事務組合 淡路食肉センター事業特別会計



No. 8

                                 固定資産一覧 
　　　　　 科目　　　 令和02年04月01日から令和03年03月31日まで (単位：円)

コード 取得価額 圧縮後取得価額 残存価額 期首帳簿価額 当期償却限度額

資産名 科目 取得日 償却資産種類 償却可能限度額 期首償却累計額 当期償却額

増加事由 償却方法 償却保証率 期首償却過不足額当期償却過不足額

供用開始日 耐用年数 償却保証価額 算出償却額 特別償却切捨 メモ

数量 単位 構造・用途・種類 細目 供用終了日 備忘価額 改定取得価額 増加償却額 次期償却過不足額

場所 減少日 償却率 算出償却率 端数調整額 期末償却累計額

減少事由 改定償却率 償却月数 特別償却額 期末帳簿価額

26 6,355,170 6,355,170 5,776,850 533,834

と畜機械設備 有形固定資産 平成31年03月13日 機械装置 578,320 533,834

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 平成31年03月13日 12年 533,834

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 1,112,154

－ 12ヶ月 5,243,016

27 1,210,000 1,210,000 1,201,530 101,640

凝集混和タンク撹拌機 有形固定資産 令和02年03月30日 機械装置 8,470 101,640

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和02年03月30日 12年 101,640

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 110,110

－ 12ヶ月 1,099,890

29 8,125,950 8,125,950 7,841,543 682,579

と畜機械設備 有形固定資産 令和元年11月06日 機械装置 284,407 682,579

物品 新品購入 定額法

機械及び装置 令和元年11月06日 12年 682,579

1 式 54.その他のサービス業用設備 1

食肉センター 0.084 0.084 966,986

－ 12ヶ月 7,158,964

77,241,940 0 47,845,932 5,126,931

有形固定資産 29,396,008 5,126,931

物品

合計 5,126,931

15

34,522,939

42,719,001
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