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Бまおきかて すとせけぬけたあしへせそえそ そいちあくそうあせけみ (えそちそおつさそこ
いまおきかてЮたちかおせあくせあねかせ おしみ なけせあせつそうそえそ そいかつたかねかせけみ くあおあね け
なとせさぬけこ すかつてせそえそ つあすそとたちあうしかせけみб けつたそしせかせけみ ちあつにそおせふに
そいみくあてかしへつてう すとせけぬけたあしへせそえそ そいちあくそうあせけみ
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БまおきかてせふこХたちそぬかつつХうХえそちそおつさそすХそさちとえか
えそちそお-さとちそちてХЕつつかせてとさけХつそつてそけてХけくХつしかおとまはけにХ

ほてあたそうп

《つせそうせふか たそせみてけみ

1 ほてあた - ちあくちあいそてさあ たちそえせそくあ つそぬけあしへせそ-ほさそせそすけねかつさそえそ ちあくうけてけみ
えそちそおあ-さとちそちてあ Еつつかせてとさけ せあ そねかちかおせそこ なけせあせつそうふこ えそお け たしあせそうふこ
たかちけそお ( たそ つそつてそみせけま せあ 01 つかせてみいちみ てかさとはかえそ えそおあЮ;
2 ほてあた - ちあくちあいそてさあ け とてうかちきおかせけか そつせそうせふに せあたちあうしかせけこ いまおきかてせそこб
せあしそえそうそこ け おそしえそうそこ たそしけてけさけ せあ そねかちかおせそこ なけせあせつそうふこ えそお け たしあせそうふこ
たかちけそお (せか たそくおせかか 01 そさてみいちみ てかさとはかえそ えそおあЮ;
3 ほてあた - つそつてあうしかせけか たちそかさてあ ちかのかせけみ ╉とすふ えそちそおあ Еつつかせてとさけ そ
いまおきかてか えそちそおあ Еつつかせてとさけ せあ そねかちかおせそこ なけせあせつそうふこ えそお け たしあせそうふこ
たかちけそお (おそ 15 せそみいちみ てかさとはかえそ えそおあЮ;
4 ほてあた - ちあつつすそてちかせけか け とてうかちきおかせけか たちそかさてあ ちかのかせけみ ╉とすふ えそちそおあ
Еつつかせてとさけ そ えそちそおつさそす いまおきかてか せあ そねかちかおせそこ なけせあせつそうふこ えそお け
たしあせそうふこ たかちけそお (おそ 31 おかさあいちみ てかさとはかえそ えそおあЮ;
5 ほてあた - けつたそしせかせけか えそちそおつさそえそ いまおきかてあ (みせうあちへ - おかさあいちへ てかさとはかえそ
えそおあЮ;
6 ほてあた - くあうかちのかせけか そたかちあぬけこ たそ けつたそしせかせけま えそちそおつさそえそ いまおきかてあ;
つそつてあうしかせけかб ちあつつすそてちかせけか け とてうかちきおかせけか えそおそうそえそ そてねかてあ そい
けつたそしせかせけけ えそちそおつさそえそ いまおきかてあ (みせうあちへ - すあこ えそおあб つしかおとまはかえそ くあ
そてねかてせふすЮ.
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『かのかせけかХ╉とすふХえそちそおあХЕつつかせてとさけХХ№лзХそてХ
злгелгзежоえгХ】てうかちきおかせХそてねかてХそいХけつたそしせかせけけХ

いまおきかてあХすとせけぬけたあしへせそえそХそいちあくそうあせけみХ
えそちそおつさそえそХ– そさちとえあХХえそちそお-さとちそちてХЕつつかせてとさけХせあХХ

зежнХえそお

》ちそかさて 『かのかせけみ ╉とすふ えそちそおあ Еつつかせてとさけ «《 いまおきかてか
すとせけぬけたあしへせそえそ そいちあくそうあせけみ えそちそおつさそえそ そさちとえあ えそちそお-さとちそちて
Еつつかせてとさけ せあ 2018 えそお け せあ たしあせそうふこ たかちけそお 2019 け 2020 えそおそう»
(たちそかさて いまおきかてあ えそちそおあ ЕつつかせてとさけЮ たちそのёし たちそぬかおとちと
たといしけねせふに つしとのあせけこ:
- 『かのかせけか ╉とすふ えそちそおあ Еつつかせてとさけ そて 14 せそみいちみ 2017 えそおあ №
110 そ せあくせあねかせけけ たといしけねせふに つしとのあせけこ たそ たちそかさてと いまおきかてあ
えそちそおあ Еつつかせてとさけ;
- 》ちそてそさそし たといしけねせふに つしとのあせけこ たそ たちそかさてと いまおきかてあ えそちそおあ
Еつつかせてとさけ そて 22 せそみいちみ 2017 えそおあ;
- ¨てそえそうふこ おそさとすかせて たといしけねせふに つしとのあせけこ そて 22 せそみいちみ 2017
えそおあ.
- 》そつしか とてうかちきおかせけみ いまおきかてあ ちかのかせけかす ╉とすそこ えそちそおあ
Еつつかせてとさけ そて 29 せそみいちみ 2017 えそおあ № 111 いまおきかて えそちそおあ
Еつつかせてとさけ そたといしけさそうあせ う そいはかつてうかせせそ - たそしけてけねかつさそこ えあくかてか
«Еつつかせてとさつさあみ たあせそちあすあ» № 47 (1329) そて 30 せそみいちみ 2017 えそおあ.
』そえしあつせそ 》そしそきかせけま そ いまおきかてせそす たちそぬかつつか う すとせけぬけたあしへせそす
そいちあくそうあせけけ えそちそおつさそす そさちとえか えそちそお-さとちそちて Еつつかせてとさけ いまおきかて
えそちそおあ Еつつかせてとさけ つなそちすけちそうあせ せあ てちかにしかてせけこ たかちけそお



《つせそうせふかХせあたちあうしかせけみХいまおきかてせそこХけХせあしそえそうそこХたそしけてけさけХХ
えそちそおあ-さとちそちてあХЕつつかせてとさけХ

せあХзежнえそおХけХせあХたしあせそうふこХたかちけそおХзежоХけХзезеХえそおそうп

』うかおかせけみХそХさそしけねかつてうかХけХつてちとさてとちかХすとせけぬけたあしへせふにХとねちかきおかせけこбХ
なけせあせつけちとかすふにХくあХつねかてХつちかおつてうХいまおきかてあХえそちそおあХЕつつかせてとさけ

╇つかえそХлкХすとせけぬけたあしへせふにХとねちかきおかせけみпХ

• БまおきかてせふかХとねちかきおかせけみбХうつかえそХ– 49, うХてそすХねけつしかп

• うХつなかちかХそいちあくそうあせけみХ– 41

• うХそいしあつてけХすそしそおかきせそこХたそしけてけさけХ- 1

• うХつなかちかХそいはかつてうかせせそこХいかくそたあつせそつてけХ– 1

• うХつなかちかХつてちそけてかしへせそえそХせあおくそちあХ– 1

• うХつなかちかХたかちけそおけねかつさそこХたかねあてけХ– 1

• うХつなかちかХХなけせあせつそうそこХおかみてかしへせそつてけХ-1

• うХつなかちかХさとしへてとちふХ– 2

• うХつなかちかХ╋К｠Х-1

• ╅うてそせそすせふかХとねちかきおかせけみбХうつかえそХХ- 2

• КあくかせせふかХとねちかきおかせけみбХうつかえそХ– 1

• 《ちえあせふХすかつてせそえそХつあすそとたちあうしかせけみХえそちそおあХЕつつかせてとさけХ(《〈』】ЮХ- 11

-╉しみ そいかつたかねかせけみ いあしあせつあ すかきおと とつしそきせみまはけすけつみ すとせけぬけたあしへせふすけ
くあおあねあすけ け とつてあせそうしかせせふすけ せあ せそうそすб いそしかか せけくさそす とちそうせか いまおきかてせふすけ
うそくすそきせそつてみすけб くあおあねあ たそうふのかせけみ ほななかさてけうせそつてけ いまおきかてせふに ちあつにそおそう
みうしみかてつみ たかちうそそねかちかおせそこ.

-』とはかつてうかせせふこ ちかくかちう たそうふのかせけみ ほななかさてけうせそつてけ いまおきかてせふに ちあつにそおそう
しかきけて う そいしあつてけ たそおえそてそうさけ いまおきかてせふに ちかのかせけこ.

-╇ いそちへいか くあ ほななかさてけうせそか けつたそしへくそうあせけか いまおきかてせふに つちかおつてう てちかいとかてつみ
つすかはかせけか あさぬかせてあ せあ そぬかせさと そいそつせそうあせせそつてけ ちかのかせけこ. Нかそいにそおけすそ
あさてけうせそ けつたそしへくそうあてへ そぬかせさと ほななかさてけうせそつてけ いまおきかてせふに ちあつにそおそう ときか
せあ ほてあたか たしあせけちそうあせけみ ちあつにそおそう.

-『かあしけくあぬけみ たちかおつてあうしかせせふに う 《つせそうせふに せあたちあうしかせけみに いまおきかてせそこ け
せあしそえそうそこ たそしけてけさけ すかち たそ たそうふのかせけま ほななかさてけうせそつてけ いまおきかてせふに
ちあつにそおそう いとおかて そたけちあてへつみ さあさ せあ せあにそきおかせけか いそしかか てかつせふに うくあけすそつうみくかこ
すかきおと ちかくとしへてあてけうせそつてへま け そいひかすあすけ いまおきかてせふに あつつけえせそうあせけこб てあさ け
せあ あさてけうせそか ちかなそちすけちそうあせけか たちけすかせみかすふに けせつてちとすかせてそう ちかあしけくあぬけけ
いまおきかてせそこ たそしけてけさけ.

(そつせそうせふかХせあたちあうしかせけみХいまおきかてせそこХХけХせあしそえそうそこХХたそしけてけさけХえそちそおあХ
ЕつつかせてとさけХとてうかちきおかせふХたそつてあせそうしかせけかすХ╅おすけせけつてちあぬけけХえそちそおあХ

ЕつつかせてとさけХそてХзоХつかせてみいちみХзежмХえそおあХ№ХжизжЮ

БまおきかてせふかХとねちかきおかせけみ

╅うてそせそすせふかХとねちかきおかせけみ

КあくかせせふかХとねちかきおかせけみ

《〈』】



》そさあくあてかしけХけつたそしせかせけみХいまおきかてあХえそちそおあХЕつつかせてとさけХうХзежнХえそおとХ
(てふつгХちといしかこЮ

《つせそうせふかХくあおあねけХおそしえそうそこХたそしけてけさけХХえそちそおあ-さとちそちてあХЕつつかせてとさけХせあХзежнХ
えそおХけХせあХたしあせそうふこХたかちけそおХзежоХけХзежзеえそおそうп

• 《つせそうせあみ くあおあねあ: そいかつたかねかせけか う つそそてうかてつてうけけ つ てちかいそうあせけみすけ たとせさてあ
3 つてあてへけ 92.1 Бまおきかてせそえそ さそおかさつあ 『‒ ちあくすかちあ おかなけぬけてあ えそちそおつさそえそ
いまおきかてあ たそ けてそえあす 2016 えそおあ せか いそしかか 10 たちそぬかせてそう そて
とてうかちきおёせせそえそ そいはかえそ えそおそうそえそ そいひёすあ おそにそおそう いまおきかてあ いかく とねёてあ
とてうかちきおёせせそえそ そいひёすあ いかくうそくすかくおせふに たそつてとたしかせけこ け たそつてとたしかせけこ
せあしそえそうふに おそにそおそう たそ おそたそしせけてかしへせふす せそちすあてけうあす そてねけつしかせけこ け
つそにちあせかせけか ほてそえそ とちそうせみ う 2017 け 2018 えそおあに.

- 《いかつたかねかせけか つそさちあはかせけみ そいひかすあ おそしえそうふに そいみくあてかしへつてう えそちそおあ
Еつつかせてとさけ たそ さちかおけてあす そて さちかおけてせふに そちえあせけくあぬけこ;

- 《いかつたかねかせけか たそほてあたせそえそ つそさちあはかせけみ おそしけ そいはかえそ そいひかすあ おそしえそうふに
そいみくあてかしへつてう えそちそおあ Еつつかせてとさけ;

- 》そおおかちきあせけか そいひかすあ ちあつにそおそう すかつてせそえそ いまおきかてあ せあ たそえあのかせけか
おそしえそうふに そいみくあてかしへつてう えそちそおあ Еつつかせてとさけ (くあ けつさしまねかせけかす たそえあのかせけこ
いまおきかてせふに さちかおけてそうб たちかおそつてあうしみかすふに けく さちあかうそえそ いまおきかてあ せあ
たそたそしせかせけか そつてあてさそう つちかおつてう せあ かおけせそす つねかてか すかつてせそえそ いまおきかてあб
たそえあのかせけこ くあおそしきかせせそつてけ たかちかお さちかおけてせふすけ そちえあせけくあぬけみすけб あ
てあさきか たそえあのかせけこ さちかおけてそう さちかおけてせふに そちえあせけくあぬけこ おしみ たそつしかおとまはかえそ
たかちかさちかおけてそうあせけみ う ぬかしみに つせけきかせけみ たちそぬかせてせそこ つてあうさけ くあ
たそしへくそうあせけか くあかすせふすけ つちかおつてうあすけ う てかねかせけか なけせあせつそうそえそ えそおあЮ け
そいつしときけうあせけか おそしえそうふに そいみくあてかしへつてう えそちそおあ Еつつかせてとさけ せあ とちそうせかб せか
たちかうふのあまはかす 20,0 % そて そいひかすあ おそにそおそう すかつてせそえそ いまおきかてあ いかく とねかてあ
そいひかすあ いかくうそくすかくおせふに たそつてとたしかせけこ

(そつせそうせふかХせあたちあうしかせけみХおそしえそうそこХたそしけてけさけХえそちそおあХЕつつかせてとさけХとてうかちきおかせふХ
》そつてあせそうしかせけかすХ╅おすけせけつてちあぬけけХえそちそおあХЕつつかせてとさけХそてХзоХХつかせてみいちみХ

зежмХえそおあХ№Х1322)

Нあけすかせそうあせけか 2018

たしあせ なあさて %

╉そにそおふбХてふつгХちといしかこ 2 152 896,64 2 167 957,10 100,7

『あつにそおふбХてふつгХちといしかこ 2 214 870,87 2 146 259,58 96,9

╉かなけぬけて(-Юдたちそなけぬけて(аЮХХいまおきかてあХ
(てふつгХちといしかこЮ

-61974,23 21697,52

╇つかえそХけつてそねせけさそうХなけせあせつけちそうあせけみХ
おかなけぬけてあХいまおきかてあХえそちそおあХЕつつかせてとさけ

-61974,23 21697,52
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╉そにそおふХいまおきかてあХすとせけぬけたあしへせそえそХそいちあくそうあせけみХえそちそおつさそえそХそさちとえあХ
えそちそお-さとちそちてХЕつつかせてとさけ

》そつてとたあまはけかХうХいまおきかてХおかせかきせふかХつちかおつてうあХみうしみまてつみХ
╉《｠《╉╅〈¨ХБょ╉╋Е【╅

Н╅]《Г《╇ЫЕХ╉《｠《╉Ы

•おそにそおふХそてХ
たちかおとつすそてちかせせふにХ
くあさそせそおあてかしへつてうそすХ
『‒ХそХせあしそえあにХけХ
ついそちあにХなかおかちあしへせふにХ
せあしそえそうХけХついそちそうбХうХ
てそすХねけつしかХそてХ
せあしそえそうбХ
たちかおとつすそてちかせせふにХ
つたかぬけあしへせふすけХ
せあしそえそうふすけХ
ちかきけすあすけбХ
ちかえけそせあしへせふにХけХ
すかつてせふにХせあしそえそうХ

НЕН╅]《Г《╇ЫЕХ
╉《｠《╉ЫХ

•たしあてかきけХうХうけおかХ
のてちあなそうбХつあせさぬけこХくあХ
せあちとのかせけかХ
くあさそせそおあてかしへつてうあбХ
たしあてかきけХくあХ
たそしへくそうあせけかХ
けすとはかつてうそすХ
えそつとおあちつてうあбХ
たしあてかきけХくあХ
せかえあてけうせそかХ
うそくおかこつてうけかХせあХ
そさちときあまはとまХつちかおとбХ
たちそねけかХせかせあしそえそうふかХ
たしあてかきけХけХおちг

БЕ′╇《′〈Е′╉НЫЕХ
》《』【】》]ЕН¨っХ

•おかせかきせふかХつちかおつてうあбХ
たそつてとたあまはけかХうХ
いまおきかてХせあХ
いかくうそくすかくおせそこХそつせそうかХ
そてХおちとえけにХいまおきかてそうХ
いまおきかてせそこХつけつてかすふ

』てちとさてとちあХおそにそおそうХいまおきかてあХすとせけぬけたあしへせそえそХそいちあくそうあせけみХえそちそおつさそえそХ
そさちとえあХえそちそお-さとちそちてХЕつつかせてとさけХうХзежнХえそおとХХ(%Ю



БまおきかてそそいちあくとまはけかХ(そつせそうせふかЮХせあしそえけХえそちそおつさそえそХ
いまおきかてあХなあさてけねかつさそかХけつたそしせかせけかХうХзежнХえそおと

(てふつгХちといгЮ

╉そにそおふХえそちそおつさそえそХいまおきかてあХ
(なあさてけねかつさそかХけつたそしせかせけかХうХзежнХえそおと)

зХжлмХокмбжеХてふつгХちといしかこ

НあしそえそうふかХおそにそおふХ
(496 821,57)

НあしそえХせあХおそにそおふ
なけくけねかつさけにХしけぬ

249 350,55

НあしそえけХせあХてそうあちふ
(ちあいそてふбХとつしとえけЮбХ
ちかあしけくとかすふかХせあХ
てかちちけてそちけけХ『‒

9 678,73

НあしそえけХせあХつそうそさとたせふこ
おそにそお

55 744,34

НあしそえけХせあХけすとはかつてうそ
167 890,70

ГそつとおあちつてうかせせあみХ
たそのしけせあбХくあおそしきかせせそつてへХたそ

そてすかせかせせふすХせあしそえあす
14 157,25

НかせあしそえそうふかХおそにそおふ
(141 656,27)

╉そにそおふХそてХけつたそしへくそうあせけみХ
けすとはかつてうあбХせあにそおみはかえそつみ

うХえそつとおあちつてうかせせそこХけ
すとせけぬけたあしへせそこХつそいつてうかせせそつてけ

97 204,38

》しあてかきけХたちけХたそしへくそうあせけけХ
たちけちそおせふすけХちかつとちつあすけ

678,82

╉そにそおふХそてХたちそおあきけХ
すあてかちけあしへせふに

けХせかすあてかちけあしへせふにХあさてけうそう
12 902,93

ШてちあなふбХつあせさぬけけбХうそくすかはかせけかХ
とはかちいあ

22 604,49

╉そにそおふХそてХそさあくあせけみХたしあてせふに とつしとえ
(ちあいそてЮХけХさそすたかせつあぬけけХくあてちあてХ

えそつとおあちつてうあ
1 701,12

》ちそねけかХせかせあしそえそうふかХおそにそおふ
6 564,53

БかくうそくすかくおせふかХ
たそつてとたしかせけみ
(1 529 479,27)

╉そてあぬけけХいまおきかてあすХ
いまおきかてせそこХつけつてかすふХ

『そつつけこつさそこ ‒かおかちあぬけけ
80 833,66

』といつけおけけХいまおきかてあすХ
いまおきかてせそこ つけつてかすふХ

『そつつけこつさそこХ‒かおかちあぬけけ
407 175,89

』というかせぬけけいまおきかてあすХ
いまおきかてせそこХつけつてかすふХ

『そつつけこつさそこХ‒かおかちあぬけけ
935 536,29

¨せふかХすかきいまおきかてせふかХ
てちあせつなかちてふ
107 342,82

》ちそねけかХいかくうそくすかくおせふかХ
たそつてとたしかせけみ

-1 409,39



╉そにそおふХけХちあつにそおふХうХちあつねかてかХせあХжХきけてかしみХえそちそおあХХ
ЕつつかせてとさけХうХзежнХえそおとХたそХけてそえあすХけつたそしせかせけみХいまおきかてあХ

えそちそおあХЕつつかせてとさけХ
(ХせあХежгежгзежоえそおあХねけつしかせせそつてへХせあつかしかせけみХжжебймоХてふつгХねかしгЮ

》そさあくあてかしけХ
(ちといしかこХうХえそおЮ Нあけすかせそうあせけか

19623

そて そいはかこ つとすすふ おそにそおそう えそちそおつさそえそ いまおきかてあ
たちけにそおけてつみ せあ そおせそえそ きけてかしみ

19427

そて そいはかこ つとすすふ ちあつにそおそう えそちそおつさそえそ いまおきかてあ
たちけにそおけてつみ せあ そおせそえそ きけてかしみ

4940

ちあつにそおそう せあ つそぬけあしへせとま たそしけてけさと えそちそおつさそえそ
いまおきかてあ たちけにそおけてつみ せあ そおせそえそ きけてかしみ

7655

ちあつにそおそう せあ そいちあくそうあせけか えそちそおつさそえそ いまおきかてあ
たちけにそおけてつみ せあ そおせそえそ きけてかしみ

434

ちあつにそおそう せあ さとしへてとちと えそちそおつさそえそ いまおきかてあ
たちけにそおけてつみ せあ そおせそえそ きけてかしみ

1388

ちあつにそおそう せあ そいはかえそつとおあちつてうかせせふか うそたちそつふ
(うさしまねあみ ちあつにそおふ せあ つそおかちきあせけか そちえあせそう すかつてせそえそ
つあすそとたちあうしかせけみЮ えそちそおつさそえそ いまおきかてあ たちけにそおけてつみ
せあ そおせそえそ きけてかしみ

『あつにそおふХいまおきかてあХすとせけぬけたあしへせそえそХそいちあくそうあせけみХえそちそおつさそえそХそさちとえあХ
えそちそお-さとちそちてХЕつつかせてとさけХせあХзежн-えそお

Нあけすかせそうあせけか Кあつつそうそか けつたそしせかせけか

2018

『あつにそおふбХてふつгХちといしかこ
╇Хてгねг

2 146 259,58

′あХつねかてХつちかおつてうХすかつてせそえそХいまおきかてあ 791 545,17

′あХつねかてХいかくうそくすかくおせふにХたそつてとたしかせけこ 1 354 714,41



』てちとさてとちあХちあつにそおそうХたそХたちそえちあすすせそすとХ
たちけせぬけたと

〈とせけぬけたあしへせふかХたちそえちあすすふ
зежнХえそおХ-зХензХмзкбйкХてふつгХちといг

НかたちそえちあすすせふかХちあつにそおふ
зежнХえそおХ-лиХкийбжиてふつгХちといг

Бょ╉╋Е【

》ちそえちあすすせふかХけХせかたちそえちあすすせふかХちあつにそおふ

》ちけすかせかせけかХたちそえちあすすせそ-ぬかしかうそえそХすかてそおあХたちけХなそちすけちそうあせけけХХ
いまおきかてあХえそちそおあХЕつつかせてとさけХせあХзежнえそお

(うХつそそてうかてつてうけけХつそХつてあてへみすけХжмоХけХжнйХБまおきかてせそえそХさそおかさつあХ『‒

Нそちすあてけうせそ-たちあうそうそか そつせそうあせけか:

》そつてあせそうしかせけか ╅おすけせけつてちあぬけけ えそちそおあ Еつつかせてとさけ そて 10 あうえとつてあ 2015 えそおあ № 2064 «《い
とてうかちきおかせけけ 》かちかねせみ すとせけぬけたあしへせふに たちそえちあすすб たしあせけちとかすふに さ ちあくちあいそてさか» (つ
けくすかせかせけみすけ け おそたそしせかせけみすけЮ
》そつてあせそうしかせけか ╅おすけせけつてちあぬけけ えそちそおあ Еつつかせてとさけ そて 21 そさてみいちみ 2013 えそおあ № 2304 «《い
とてうかちきおかせけけ 》そちみおさあ ちあくちあいそてさけб ちかあしけくあぬけけ け そぬかせさけ ほななかさてけうせそつてけ 〈》 えそちそおあ
Еつつかせてとさけ»

КあつつそうそかХけつたそしせかせけかХХせあたちあうしかせせそかХせあХちかあしけくあぬけまХすとせけぬけたあしへせふにХたちそえちあすすХ
つそつてあうけしそ – зХензХмзкбйкХてふつгХちといしかこХけしけХомбейХ%ХそてХつとすすふХちあつにそおそうХえそちそおつさそえそХ

いまおきかてあХ(зХжйлХзкобкнХてふつгХちといしかこЮгХ



』てちとさてとちあХちあつにそおそうХいまおきかてあХたそХそてちあつしみすХうХ
зежнХえそおと
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2 500 000,00

『あつにそおふХいまおきかてあХえそちそおあ-さとちそちてあХЕつつかせてとさけХせあХつそぬけあしへせとまХつなかちと

╇ХつてちとさてとちかХちあつにそおそうХいまおきかてあХХえそちそおあ-さとちそちてあХЕつつかせてとさけХ
せあけいそしへのけこХそいひかすХくあせけすあまてХちあつにそおふХХつそぬけあしへせそこХ

せあたちあうしかせせそつてけп
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《いちあくそうあせけか

Кとしへてとちあ

‒けくけねかつさあみХさとしへてとちあХ
けХつたそちて
『あつにそおふХうХそいしあつてけХ
つそぬけあしへせそこХたそしけてけさけ
〈そしそおかきせあみХたそしけてけさあ



『あつにそおふХいまおきかてあХせあХそいちあくそうあせけか

╇ХぬかしみにХちかあしけくあぬけけХ】さあくあХ》ちかくけおかせてあХ『‒ХそてХемгекгзежзХ
№ХкомХ«《ХすかちそたちけみてけみにХたそХちかあしけくあぬけけХえそつとおあちつてうかせせそこХ

つそぬけあしへせそこХたそしけてけさけ»ХХ
たちかおとつすそてちかせそХХおそつてけきかせけかХつちかおせかこХくあちあいそてせそこХたしあてふХ

そておかしへせふにХさあてかえそちけこХちあいそてせけさそうХすとせけぬけたあしへせふにХ
とねちかきおかせけこХいまおきかてせそえそХつかさてそちあХほさそせそすけさけХ
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》そХけてそえあすХзежнХえそおあХつしそきけしけつへХつしかおとまはけかХたそさあくあてかしけХつちかおせかこХくあちあいそてせそこХ
たしあてふп
-たそХたかおあえそえけねかつさけすХちあいそてせけさあすХおそのさそしへせふにХそいちあくそうあてかしへせふにХとねちかきおかせけこХ
-– зкХоиебжеХちといしかこр
-たそХたかおあえそえけねかつさけすХちあいそてせけさあすХそいはかそいちあくそうあてかしへせふにХとねちかきおかせけこХ
-– зиХйннбзеХちといしかこр
- たそХたかおあえそえけねかつさけすХちあいそてせけさあすХとねちかきおかせけこХおそたそしせけてかしへせそえそХそいちあくそうあせけみХ
おかてかこХ– зйХзинбееХちといしかこр
- たそХとねちかきおかせけみすХさとしへてとちふХ– ззХнообжеХちといしかこг

.



『あつにそおふХなけくけねかつさそこХさとしへてとちふХけХつたそてあ
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〈Б】 ╉《╉Ш¨

〈Б】 を『〈

『あつにそおふХせあХさとしへてとちとбХけつさとつつてうあХけХ
すそしそおかきせそこХたそしけてけさけ
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〈Б】 ╉《╉ょ』Ш "』たあちてあさ"

〈Б】 ╉《╉ょ』Ш

〈Б】 』Ш《『 たそ かおけせそいそちつてうと

〈Б】 ╉《╉ょ』Ш¨╇』

〈かちそたちけみてけみ ちあくうけてけみ
なけくけねかつさそこ さとしへてとちふ け
つたそちてあ う えそちそおか
Еつつかせてとさけ:
- そいかつたかねかせけか とねあつてけみ ついそちせふに
さそすあせお えそちそおあб しとねのけに
つたそちてつすかせそう せあ そいしあつてせふにб
くそせあしへせふに け なけせあしへせふに
『そつつけこつさけに つそちかうせそうあせけみに;
- たちそうかおかせけか け とねあつてけか う
つたそちてけうせそ-すあつつそうふに
すかちそたちけみてけみに;
-つたそちてけうせそ-すあつつそうあみ ちあいそてあ.
-《いはあみ つとすすあ ちあつにそおそう
とねちかきおかせけこ
たそおうかおそすつてうかせせふか
】たちあうしかせけま なけくけねかつさそこ
さとしへてとちふ つそつてあうけしそ – 72
537,14 てふつ. ちといしかこ

《つせそうせふか くあおあねけ:
- そいかつたかねかせけか なとせさぬけそせけちそうあせけみ
つけつてかすふ おそたそしせけてかしへせそえそ そいちあくそうあせけみ う
つなかちか さとしへてとちふ け けつさとつつてうあ.
- つそくおあせけか いしあえそたちけみてせそこ さとしへてとちせそこ
つちかおふ おしみ うそつたけてあせけみ け ちあくうけてけみ
しけねせそつてけб なそちすけちそうあせけみ と きけてかしかこ
たそくけてけうせふに ぬかせせそつてせふに とつてあせそうそさб
-そいかつたかねかせけか さとしへてとちせそえそ そいつしときけうあせけみ
せあつかしかせけみ つ とねかてそす さとしへてとちせふに
けせてかちかつそう け たそてちかいせそつてかこ ちあくしけねせふに
つそぬけあしへせそ-うそくちあつてせふに えちとたた.
-《いはあみ つとすすあ ちあつにそおそう とねちかきおかせけこ
たそおうかおそすつてうかせせふか 】たちあうしかせけま
さとしへてとちふ つそつてあうけしそ – 68719,67 てふつ.
ちといしかこ



『あつにそおふХせあХすそしそおかきせとまХたそしけてけさと

НあたちあうしかせけみХすそしそおかきせそこХ
たそしけてけさけХうХえそちそおかХЕつつかせてとさけп
- たそおおかちきさあХそおあちかせせそこбХ
てあしあせてしけうそこХすそしそおかきけр
- そちえあせけくあぬけみХ
そくおそちそうけてかしへせそこХさそすたあせけけр
- うそかせせそ-たあてちけそてけねかつさそかХ
うそつたけてあせけかрХХ
-たそおおかちきさあХおそいちそうそしへねかつさそえそХ
おうけきかせけみр
- たちそなけしあさてけさあХ
たちあうそせあちとのかせけこ.

НあХちかあしけくあぬけまХとさあくあせせふにХ
すかちそたちけみてけこХけくちあつにそおそうあせそ

– лоекбжнХХХてふつгХちといг

『あつにそおふХいまおきかてあХえそちそおあХЕつつかせてとさけХ
せあХつそぬけあしへせとまХたそおおかちきさとХつかすかこбХけすかまはけにХおかてかこ

НあけすかせそうあせけかХすかちХつそぬけあしへせそこХたそおおかちきさけ 『あつにそおふХせあХ
зежнえそおХ

(てふつгХちといгЮ

》ちかおそつてあうしかせけか すかち つそぬけあしへせそこ たそおおかちきさけ すせそえそおかてせふす つかすへみす

Еきかえそおせあみ おかせかきせあみ さそすたかせつあぬけみ せあ たちけそいちかてかせけか さそすたしかさてあ のさそしへせそこб
つたそちてけうせそこ そおかきおふб そいとうけ け のさそしへせふに たけつへすかせ. たちけせあおしかきせそつてかこЮ - た.7

つて.3 ′あさそせあ 』К № 123-さく そて 27.12.2012 えそおあ

12748,60

1128,41

Еきかすかつみねせあみ おかせかきせあみ うふたしあてあб せあくせあねあかすあみ う つしとねあか ちそきおかせけみ 3-えそ
ちかいかせさあ けしけ たそつしかおとまはけに おかてかこ おそ おそつてけきかせけみ ちかいかせさあ うそくちあつてあ てちかに しかて

38002,99

Еきかすかつみねせそか たそつそいけか せあ ちかいかせさあ 31260,00

《ちえあせけくあぬけみ そておふにあ おかてかこ:

そておふに う たちけのさそしへせふに しあえかちみに;

そておふに う くあえそちそおせふに しあえかちみに;

そちえあせけくあぬけみ ちあいそてふ う てちとおそうふに いちけえあおあに

3419,73

1084,80

1253,25

『あつにそおふ せあ たけてあせけか おかてかこ う そいはかそいちあくそうあてかしへせふに とねちかきおかせけみに けく ねけつしあ
しへえそてせふに さあてかえそちけこ:

- そちえあせけくあぬけみ えそちみねかえそ たけてあせけみ おかてかこ;

- うふおあねあ つたかぬけあしけくけちそうあせせそえそ すそしそさあ とねあはけすつみ

7944,43

260,01



НあけすかせそうあせけかХすかちХつそぬけあしへせそこХたそおおかちきさけ 』とすすあбХてふつгХ
ちといг

》ちかおそつてあうしかせけか えちあきおあせあす つといつけおけこ せあ そたしあてと きけしそえそ たそすかはかせけみ け
さそすすとせあしへせふに とつしとえ

41879,91

《さあくあせけか えそつとおあちつてうかせせそこ つそぬけあしへせそこ たそすそはけ すあしそけすとはけす つかすへみすб
すあしそけすとはけす そおけせそさそ たちそきけうあまはけす えちあきおあせあす 2680,58

『あつにそおふХせあХつそぬけあしへせとまХたそおおかちきさとХすあしそそいかつたかねかせせふにХえちあきおあせХ
えそちそおあХЕつつかせてとさけ『あつにそおふХせあХつそぬけあしへせとまХたそおおかちきさと えちあきおあせХ

たそきけしそえそХうそくちあつてあ

НあけすかせそうあせけかХすかちХつそぬけあしへせそこ
たそおおかちきさけ

』とすすあбХてふつгХちといг

《いかつたかねかせけかХすかちХつそぬけあしへせそこХたそおおかちきさけХうかてかちあせそうХてちとおあХけХ
てちときかせけさそうХてふしあ

119930,90

《いかつたかねかせけかХすかちХつそぬけあしへせそこХたそおおかちきさけХうかてかちあせそうХてちとおあХ
』てあうちそたそしへつさそえそХさちあみ

73416,00

《いかつたかねかせけかХすかちХつそぬけあしへせそこХたそおおかちきさけХちかあいけしけてけちそうあせせふにХしけぬХХХХХХХХХХХ
けХХХしけぬбХたちけくせあせせふにХたそつてちあおあうのけすけХそてХたそしけてけねかつさけにХちかたちかつつけこ

2898,34

《たしあてあХきけしけはせそ-さそすすとせあしへせふにХとつしとえХそておかしへせふすХさあてかえそちけみすХ
えちあきおあせ

66750,00



『あつにそおふХせあХいしあえそとつてちそこつてうそХえそちそおあ-さとちそちてあХЕつつかせてとさけХ
くあХзежнХえそおХつそつてあうけしけХХззйХнйжбижХてふつгХちといしかこг

『あつにそおふХうХちあくちかくかХすかちそたちけみてけこХ:
- としけねせそかХそつうかはかせけかХ– たそХзлммибзеХてふつгХちといしかこр
-そくかしかせかせけかХえそちそおつさけにХてかちちけてそちけこХ– たそХзйлообнеХてふつгХちといしかこр
-ちあくうけてけかХさとちそちてせそこХけせなちあつてちとさてとちふХ(КとちそちてせふこХいとしへうあちЮХ- кинмкбллХてふつгХ
ちといしかこр
-いしあえそとつてちそこつてうそХえそちそおつさけにХてかちちけてそちけこХ(あうてそいとつせふにХそつてあせそうそさЮХ-10 120,00 

てふつгХちといしかこб
-いしあえそとつてちそこつてうそХたあちさあХ》そいかおふХХ"《いとつてちそこつてうそХすかつてХすあつつそうそえそХそておふにあХうХ
えそちそおか-さとちそちてかХЕつつかせてとさけ"Х- 21 ймобжкХてふつгХちといしかこХ
-‒そちすけちそうあせけみХつそうちかすかせせそこХえそちそおつさそこХつちかおふХ(》ちそうかおかせけかХちかすそせてあХおうそちそうふにХ
てかちちけてそちけこХすせそえそさうあちてけちせふにХおそすそうбХたちそかくおそうХさХおうそちそうふすХてかちちけてそちけみすЮ
- зккмжбжмХてふつгХちといしかこ
- たちそねかかХいしあえそとつてちそこつてうそХ– たそХлзХиззбииてふつгХ『といしかこг



╉そちそきせふこХなそせお

》ちそてみきかせせそつてへХあうてそすそいけしへせふにХおそちそえХうХえちあせけぬあにХすとせけぬけたあしへせそえそХ
そいちあくそうあせけみХえそちそおつさそえそХそさちとえあХえそちそお-さとちそちてХЕつつかせてとさけХззлблХさす

╅さぬけくふ たそ たそおあさぬけくせふす てそうあちあす
(たちそおとさぬけけЮб たちそけくうそおけすふす せあ
てかちちけてそちけけ 『そつつけこつさそこ
‒かおかちあぬけけ. 》しあせけちとかてつみ
たそしとねけてへ おそにそおそう:

′あ 2018 えそおと けつたそしせかせけか
つそつてあうけしそ – 9678,73 てふつ. ちとい.

『あつにそおふХなそせおあ

』そおかちきあせけか け ちかすそせて
あうてそすそいけしへせふに おそちそえ :

′あ 2018 えそおと けつたそしせかせけか
つそつてあうけしそ – 173 404,17 てふつ. ちとい.

〈かちそたちけみてけみХたそХたそうふのかせけまХ
いかくそたあつせそつてけХおそちそきせそえそХおうけきかせけみ

¨くちあつにそおそうあせそ
ижкзбйиХてふつгХちといしかこХ

- ほさつたしとあてあぬけみ てかにせけねかつさけに つちかおつてう ちかえとしけちそうあせけみ おそちそきせそえそ おうけきかせけみб
つそおかちきあせけか つうかてそなそちせふに そいひかさてそうб とつてあせそうさあ け ちかすそせて おそちそきせふに くせあさそうб
とつてちそこつてうそ そえちあきおかせけみ てちそてとあちせそこ くそせふ + ¨くえそてそうしかせけか たそしけえちあなけねかつさそこ
たちそおとさぬけけ (さあちてふ すあちのちとてあ ちかえとしみちせふに たかちかうそくそさб つうけおかてかしへつてうあ そい
そつとはかつてうしかせけけ たかちかうそくそさЮ



КそせてあさてせあみХけせなそちすあぬけみХおしみХえちあきおあせ

《てうかてつてうかせせふこ くあ なそちすけちそうあせけか
いまおきかてあ おしみ えちあきおあせ

Кそせさちかてせふか つてちとさてとちせふか
たそおちあくおかしかせけみб とねあつてうとまはけか う
なそちすけちそうあせけけ いまおきかてあ おしみ
えちあきおあせ:

〈かつてそせあにそきおかせけか ‒けせあせつそうそえそ
とたちあうしかせけみ あおすけせけつてちあぬけけ えそちそおあ
Еつつかせてとさけ

Гちあなけさ ちあいそてふ ‒けせあせつそうそえそ
とたちあうしかせけみ あおすけせけつてちあぬけけ えそちそおあ
Еつつかせてとさけ

‒けせあせつそうそかХとたちあうしかせけかХ
あおすけせけつてちあぬけけХえそちそおあХЕつつかせてとさけХ
たちけかすせあみХХてかしгХл-50-78

《ておかしХたしあせけちそうあせけみХおそにそおそうХけХ
すそせけてそちけせえあХたしあてかきかこХХХХХХХХХХХХХХ
てかしгХл-63-54

《ておかしХたしあせけちそうあせけみХけХあせあしけくあХ
ちあつにそおそうХХХてかしгХл-34-38

икмлееХえそちそおХЕつつかせてとさけбХХХХХХХХХХХХХとしгХ
╇そさくあしへせあみХおそすХибХХзХほてあき

つХо-ееХおそХжн-00                   

》かちかちふうХつХжи-ееХおそХжй-00


