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（単位：円）

11,752公益目的事業及び法人管理の寄附金受入

323,717

131,813
23,798

公③.公益目的事業認証手数料受入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

賛助会員郵振口座

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。

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

建物

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。
公益目的保有財産であり、公益目的

いる。（94%公益目的事業、6%管理目的）

公益目的保有財産であり、公益目的
場長公舎

収納舎・ガラス温室

10,000,000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

18,547,000

122,913,552

36,668,784

73,911,000

事業に使用している。

1,421,313

公益目的事業及び管理目的に使用して

5,374,320

事業に使用している。

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

453,201
31,021,584
23,452,117

9,849,221
211,092運転資金として

公③.公益目的事業の熱海事務所4月分家賃 200,000

公①．公益目的事業の種子頒布代金

公①．公益目的事業の農産物頒布代受入 40,632
4,246

26,856,937
903,150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

公③.公益目的事業有機JAS資材評価協議会事務委託費等 136,000

60,000

7,493
公①．公益目的事業の野菜頒布代金 300

公②.公益目的事業の知多草木農場事務所4月分家賃

公②．公益目的事業の出版物頒布代金等

公②．公益目的事業の行事参加費受入 241,134

444,338
3,122,935

公③.公益目的事業認証手数料等

公①．公益目的事業種子頒布代受入

111,639,226
公益目的事業及び管理目的に使用

167,257

公②．公益目的事業生産物頒布用 233,813
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

1,002,928

88,685

米

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

（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。

事業に使用している。

33,726,000

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 4,685,040
農業用倉庫

D倉庫

共用財産であり運用益を公益目的事業静岡銀行熱海支店

117,627,493

1,524,447

公益目的保有財産であり、公益目的

70,000,000

松本市波田5538番地1

松本市波田6886番1

農業試験場・倉庫・喫煙室

試験圃場（D圃場）

建物

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

農業試験場郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

有機JAS郵便振替口座

(流動資産)

普通預金

しなの研修寮

八十二銀行波田支店

現金

(固定資産)

松本市波田5632番地1

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 本部事務所・農業試験場

未収金 ㈱信州愛農流通ｾﾝﾀｰ他41件

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 書籍等

種子棚卸資産
竹内和俊

棚卸資産 米
棚卸資産

前払費用

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

未収金

前払費用

未収金 グリーンプラザあぐい
未収金 農産物直売所清流の里梓川

ｲﾌﾟｼﾛﾝ㈱ｶｰﾄﾞ・ｺﾝﾋﾞﾆ決済分

ゆうちょ銀行波田郵便

一社)有機JAS資材評価協議会未収金

未収金 深谷恵子他1件

世界救世教いづのめ教団

シンポジウム等郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

財      産      目      録
２０２０年３月３１日現在

貸借対照表科目 場所・物量等

269,403

2,377,512

公①．公益目的事業の種子頒布代金

未収金 (株)朝日園他23件
4,168

公②．公益目的事業の野菜頒布代金

流動資産合計

定期預金

定期預金 ゆうちょ銀行波田支店

　基本財産

建物

定期預金 スルガ銀行熱海駅支店

建物 松本市波田5537番地1

建物 松本市波田5537番地1
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未払金
134,260公益目的事業及び法人管理の出張時有料道路料金三菱UFJニコス(株)

「自然農法」他2件

1,816,000

　　負債合計 30,957,536

(流動負債)

150,786公益目的事業及び法人管理の公用車燃料代等ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ(株)他2件

近藤勝明他304件 公益目的事業の賛助会費

固定負債合計
公益目的事業の印刷機及び管理の会計ｿﾌﾄﾘｰｽ代

未収金 GMOイプシロン(株) ECサイト利用料等

1,394,615前受金
前受金

須田茂他93件

堀明彦他5件

6,066,612

219,918
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未払金 日本郵便(株)他3

公益目的事業の野菜苗頒布代金

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。
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。（99.76%公益目的事業、0.24%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。

6,298,506

526,732,819
使用している。

80,115

公益目的事業の外部検査・判定員委託料等

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。

車両運搬具 松本市波田5632番地1

18,547,000
6,225,120

271,108

4,175,338

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
事業に使用している。

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
長期リース資産

長期リース債務 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)

熱海市桃山町16-3

1,982,386

日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他2台

いる。（55.84%公益目的事業、44.16%管理目的）

固定資産合計

607,414,509　　正味財産

退職給付引当金 職員
(固定負債)

職員等

未払金

638,907

24,772,120

未払金 あいち知多農協他3件 公益目的事業の小口費用4件 3,526

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69件

知多草木農場倉庫用地他

知多郡阿久比町草木

硫化水素検知装置他
特許権 松本市波田5632番地1他

出資金

敷金 知多郡阿久比町草木他

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

法人管理財産であり、法人管理目的に

買掛金 (有)徳島シードリング 公益目的事業の野菜プラグ苗仕入代

公益目的事業の職員の退職引当金

638,372,045　　資産合計

公益目的事業及び法人管理の荷物等発送料

流動負債合計 6,185,416

公益目的事業及び管理の職員社会保険料等 1,440,845

公益目的事業の農業用資材代等 130,971

借受金 (株)ナチュラルハーモニー 115

113,185

73,639公益目的事業の賄い食材費

預り金

生活協同組合ｺｰﾌﾟながの

未払金

未払金

商標権 松本市波田5632番地1

未払金 (株)EM研究所他3件

86,641

未払金 ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)他9件 コピー代他事務用品代等 121,811
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公益目的保有財産の明細

使用事業

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。6,000,000円

基本財産

帳簿価格の55.84%を公益目的
事業に使用している。3,387,780円

農業試験場　110,569,843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

松本市波田6886番1
　D倉庫　5,374,320円

松本市波田5538番地1

阿久比町草木下竹林40番1他

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。

　合計 454,787,992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69件

6,283,082円

長期リース資産
熱海事務所印刷機

出資金
JAあいち知多農協組合員出資金

10,000円

219,918円

敷金
知多草木農場敷金他2件

1,310,000円

特許権

車両運搬具
日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他1台

帳簿価格の99.75%を公益目的
事業に使用している。

2円

4,175,338円
構築物

帳簿価格の94%を公益目的事
業に使用している。

　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

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

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。

土地

農業用倉庫　4,685,040円

松本市波田5632番地1

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。
公益目的事業財産であり、

建物附属設備
種子用ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫他

1,982,386円

場長公舎 1,524,447円
松本市波田5537番地1
　しなの研修寮　36,668,784円

松本市波田5537番地1
収納舎・ｶﾞﾗｽ温室　1,421,313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。

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。

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。
公益目的事業財産であり、

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。
公益目的事業財産であり、
公益目的事業に使用している。
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