
平成29年度 公益財団法人自然農法国際研究開発センター

（単位：円）

前払費用 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 管理の静銀パソコンバンク年間保守料 19,440

米

流動資産合計
貯蔵品 切手・レターパック
棚卸資産 有機JASﾏｰｸ・看板
棚卸資産 書籍

定期預金

シンポジウム郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便 公②．公益目的事業の行事参加費受入 0

942,648
72

公③．公益目的事業の有機JAS認定手数料等

公①．公益目的事業種子頒布代受入 507,417

2,114,368

公①．公益目的事業の種子頒布代金

未収金 会津自然塾他30件

財      産      目      録
平成 30 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 場所・物量等

前払費用 竹内和俊 公②.公益目的事業の知多草木農場事務所4月分家賃

公③．公益目的事業の有機JAS関連講習会講師料他

有機JAS郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

ゆうちょ銀行波田郵便

寄附金受入郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

前払費用

未収金 神野弘他190件
育種課郵便振替口座

種子郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便
賛助会員郵振口座

舘野常司

ゆうちょ銀行波田郵便

農業試験場郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

公②．公益目的事業の出版物頒布代金 30,000

種子棚卸資産

丸山直子 公①.公益目的事業の長野農場作業所4月分家賃

未収金 有機JAS資材評価協議会

前払費用

棚卸資産 米
棚卸資産

静岡銀行熱海支店定期預金

定期預金 ゆうちょ銀行波田支店

土地 松本市波田7008番1他

土地 松本市波田6886番1

　特定資産 退職給付引当資産 八十二銀行波田支店

試験圃場（A圃場）

　その他 土地 松本市波田5632番地1

　固定資産

試験圃場（D圃場）

(流動資産)

普通預金

　基本財産 定期預金 静岡銀行熱海支店

八十二銀行波田支店

現金

未収金 朝日村有機農産物組合他4件

技術普及課郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

普通預金 ゆうちょ銀行波田支店
普通預金 スルガ銀行熱海駅支店

普通預金 静岡銀行熱海支店

定期預金 八十二銀行波田支店

未収金 半田市役所市民経済部

(固定資産)

本部事務所・農業試験場

スルガ銀行熱海駅支店

70,000,000

ロイヤルリゾート(株)

共用財産であり運用益を公益目的事業

100,000,000共用財産であり運用益を公益目的事業

125,401,211
公益目的事業及び管理目的に使用

256,718

公②．公益目的事業生産物頒布用 161,127
公②．公益目的事業の書籍頒布用
公③．公益目的事業の有機JAS頒布用

及び管理の財源として使用している。
（60%公益目的事業、40%管理目的）

1,226,839

119,977

公②③.公益目的事業の熱海事務所4月分家賃 109,050

公①．公益目的事業の種子頒布時送料

公①．公益目的事業の農産物頒布代受入 0
13,902

10,686,843
865,600公①．公益目的事業生産物頒布用

公①．公益目的事業種子頒布用

17,400

395,540
公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布時送料 1,052

60,000

公②.③公益目的事業の熱海事務所保険料 25,357
60,000

1,424

16,000公益目的事業及び法人管理の寄附金受入
174,174

金       額使用目的等

運転資金として
運転資金として
運転資金として

運転資金として

921,671
29,271,756

809,952

1,346,517
520,729運転資金として

14,760
0

公③.公益目的事業認定手数料受入

74,710,878運転資金として
公益目的事業の賛助会費受入
公①．公益目的事業種子頒布代受入

公②．公益目的事業の書籍代受入

10,000,000

10,000,000

37,670,000

122,913,552

73,911,000

33,726,000

公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。

及び管理の財源として使用している。
（60%公益目的事業、40%管理目的）
公益目的事業職員の退職金の備え

公益目的事業及び管理目的に使用

（60%公益目的事業、40%管理目的）
共用財産であり運用益を公益目的事業

（60%公益目的事業、40%管理目的）
及び管理の財源として使用している。

公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布代金

神野弘未収金

前払費用

未収金 朝日村有機農産物組合他4件

未収金 グリーンプラザあぐい 公②．公益目的事業の農産物頒布代金

共用財産であり運用益を公益目的事業
及び管理の財源として使用している。

（94%公益目的事業、6%管理目的）
している。
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生活協同組合ｺｰﾌﾟながの

43,539

未払金

未払金 (株)ＥＭ研究所

未払金

商標権 松本市波田5632番地1 法人管理財産であり、法人管理目的に 348,564

公益目的事業の複合機使用料 17,986
未払金

仮受金 野々俣洋子 公益目的事業の種子頒布代金過入金分

34,226

しなの研修寮

農業試験場・倉庫・喫煙室

建物 松本市波田5632番地1

建物

パイプハウス3棟他

建物附属設備 松本市波田5632番地1他

構築物 松本市波田6886番1
種子用ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫他

熱海事務所内装工事
建物

特許権 松本市波田5632番地1他

場長公舎

収納舎・ガラス温室

建物 松本市波田5537番地1

建物 松本市波田5537番地1

敷金 知多郡阿久比町草木他

車両運搬具 松本市波田5632番地1

JAあいち知多農協組合員出資金

什器備品 松本市波田5632番地1他
CNコーダー他99件

知多草木農場倉庫用地他

知多郡阿久比町草木

未払金 ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)

長期リース資産

「自然農法」他2件

未払金 日本年金機構

未払金 川合肥料

未払金 日本郵便(株)

未払金 アスクル(株)

前受金

未払金 (株)JAあいちエネルギー

未払金 クラギ(株)

未払金 (株)ヰセキ東海

未払金 富士ゼロックス愛知東(株)

(株)東海近畿クボタ

硫化水素検知装置他

いる。（72.12%公益目的事業、27.88%管理目的）

固定資産合計

744,719,869　　正味財産

退職給付引当金 職員
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ(株)

(固定負債)

職員等

未払金

出資金

熱海市桃山町16-3

公益目的保有財産であり、公益目的

長期リース債務
長期リース債務

日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)

熱海市桃山町16-3

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他

3,265,629

松本市波田5538番地1

日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他2台

松本市波田6886番1
D倉庫

792,080,577　　資産合計

公益目的事業及び法人管理の荷物等発送料

公益目的事業の事務用品代他

流動負債合計 7,488,318

公益目的事業及び管理の職員社会保険料等 3,928,214

47,919
53,139

公益目的事業の研修費 480,000

666,679,366
使用している。

公益目的事業の公用車燃料代 11,741

公益目的事業の展示圃場用種子代 20,481

公益目的事業の農業機械部品代 12,539

4,000

公益目的事業の農業機械部品代 14,462

21,226

公益目的事業の外部検査・判定員委託料等 702,161

公益目的事業の複合機使用料 20,359

厚生年金保険料事業主負担分 1,195,012

95,217

39,872,390

126,346,898

1,877,856

245,049

39,897,244

1,723,922

公益目的事業及び管理目的に使用して

事業に使用している。

いる。（94%公益目的事業、6%管理目的）

事業に使用している。

公益目的事業及び管理目的に使用して

公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。

事業に使用している。

公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。

いる。（99.26%公益目的事業、0.74%管理目的）

公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。

事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的

事業に使用している。
公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。

5,563,115

固定負債合計

管理目的の会計ソフト
公益目的事業の印刷機リース代

2,135,430

185,253

3

14,034,555

1,310,000

公益目的保有財産であり、公益目的 10,000
事業に使用している。

公益目的保有財産であり、公益目的

公益目的事業及び管理目的に使用して

公益目的保有財産であり、公益目的

公益目的事業の試験用有機培土代

公益目的事業の公用車車検整備代

93,297

33,663

預り金

56,510未払金

前受金

24,569

32,550

未払金 ヤマト運輸(株)
流山タクシー(有) 法人管理の会合に伴うタクシー代

建物 知多郡阿久比町草木 公益目的保有財産であり、公益目的 5,373,216
農業用倉庫 事業に使用している。

6,142,080建物

公益目的保有財産であり、公益目的

未払金 松本ハイランド農協 公益目的事業の試験用資材等代 32,831

堀明彦6件

(株)共同機械化センター

未払金 榊原農材(株) 公益目的事業の農業用ビニール代

未払金 リコージャパン(株) 法人管理の複合機使用料

塩澤研一他30件

未払金

公益目的事業の試験用資材等代

公益目的事業の賛助会費

未払金 (株)大塚商会他5件 公益目的事業小口費用6件
川本侑司他5件

99,000

　　負債合計 47,360,708

公益目的事業の職員の退職引当金 37,670,000
595,350

1,607,040

(流動負債)

32,347法人管理の公用車燃料代トヨタファイナンス(株)未払金

未払金 ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株) 公益目的事業の事務用品等代

(株)グラフィック 公益目的事業の海外普及冊子印刷代 61,110

162,650公益目的事業及び法人管理の出張時有料道路料金

公益目的事業の一般後納郵便、種子発送料等

三菱UFJニコス(株)
157,570

未払金

公益目的事業の賄い食材費
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公益目的保有財産の明細

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

農業用倉庫　5,373,216円
公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

建物附属設備
種子用ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫他

3,265,629円

熱海市桃山町16-3 公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。熱海事務所内装工事　245,049円

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。場長公舎 1,877,856円

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

松本市波田5537番地1 公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。　しなの研修寮　39,897,244円

松本市波田5537番地1
収納舎・ｶﾞﾗｽ温室　1,723,922円

車両運搬具
日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他2台

帳簿価格の99.3%を公益目的
事業に使用している。

3円

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。5,563,115円

構築物

出資金
JAあいち知多農協組合員出資金 公益目的事業財産であり、公

益目的事業に使用している。10,000円

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。185,253円

敷金
知多草木農場敷金他2件 公益目的事業財産であり、公

益目的事業に使用している。1,310,000円

特許権

　合計 537,006,040円

硫化水素検知装置他

パイプハウス、砕石敷他

什器備品
CNコーダー他99件

13,930,770円

長期リース資産
帳簿価格の72.1%を公益目的
事業に使用している。1,540,080円

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他1件

農業試験場　118,766,084円

財産種別
公益認定前取得
不可欠特定財産

公益認定後取得
不可欠特定財産

定期預金　静岡銀行熱海支店

松本市波田6886番1
試験圃場　33,726,000円

建物

その他の
公益目的保有財産

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

松本市波田6886番1
　D倉庫　6,142,080円

松本市波田5538番地1

阿久比町草木下竹林40番1他

帳簿価格の94%を公益目的事
業に使用している。

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

定期預金　ゆうちょ銀行波田支店 帳簿価格の60%を公益目的事
業としている。

　農業試験場　115,538,739円
帳簿価格の94%を公益目的事
業に使用している。

松本市波田5632番地1

6,000,000円
定期預金　ｽﾙｶﾞ銀行熱海駅支店 帳簿価格の60%を公益目的事

業としている。6,000,000円

基本財産

公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。

松本市波田5632番地1

使用事業

60,000,000円
定期預金　静岡銀行熱海支店

松本市波田7008番1他
試験圃場　73,911,000円

42,000,000円
帳簿価格の60%を公益目的事
業としている。

帳簿価格の60%を公益目的事
業としている。

土地
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