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（単位：円）

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

シンポジウム等郵便振替口座 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 277,256

825,157
2,856,230

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 321,878

2,333,108

公①．公益目的事業の種子頒布代金

未収金 ㈱ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ他26件

賛助会員郵振口座

舘野常司

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

貸借対照表科目 場所・物量等

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 阿久比町

未収金 一社)有機JAS資材評価協議会

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

前払費用

未収金 ㈱ｴﾑ・ｵｰ･ｴｰ商事他70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

未収金 カネ松製茶㈱他1件

棚卸資産 米
棚卸資産

前払費用 (株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

(固定資産)

松本市波田5632番地1

建物

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

(流動資産)

熱海事務所内装工事
建物

普通預金

しなの研修寮

八十二銀行波田支店

現金

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

スルガ銀行熱海駅支店

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

農業試験場・倉庫・喫煙室

試験圃場（D圃場）
建物

定期預金

熱海市桃山町16-3

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
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

121,985,220

1,691,949

134,531,434
公益目的事業及び管理目的に使用

164,193

公②．公益目的事業生産物頒布用 261,255
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

1,138,730

126,769

米

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代金

公①．公益目的事業の農産物頒布代受入 17,626
69,144

24,679,139
612,575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

400
公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布代金 14,000

60,000
19,440

1,310
公②．公益目的事業の講師料2件 28,000

公②.公益目的事業の知多草木農場事務所4月分家賃

管理の静銀パソコンバンク年間保守料

公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布時送料

公③．公益目的事業の有機JAS資材評価の検査員報酬 36,000

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

596,556
31,131,922

56,669,870

822,891
911,642運転資金として

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

16,589,000

122,913,552

237,111

38,283,014

73,911,000

事業に使用している。

1,565,322

公益目的事業及び管理目的に使用して
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
事業に使用している。

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。

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 5,029,128
農業用倉庫 事業に使用している。

5,758,200建物

公益目的保有財産であり、公益目的

公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。
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。

33,726,000

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

普通預金 八十二銀行波田支店 運転資金として 307,183

カネ松製茶㈱他1件未収金

未収金 半田市市民経済部 公②．公益目的事業の出版物頒布代金 38,000
公②．公益目的事業の農産物頒布代金

190公益目的事業及び法人管理の寄附金受入

66,210

29,510
6,200

公③.公益目的事業認定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
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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 法人管理財産であり、法人管理目的に

源泉税預り金 鈴木猛史他2件 公益目的事業の報酬に伴う源泉税預り金

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

敷金 知多郡阿久比町草木他

未払金 日本年金機構

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

硫化水素検知装置他
特許権 松本市波田5632番地1他

事業に使用している。

固定資産合計

636,274,037　　正味財産

退職給付引当金 職員
(固定負債)

職員等

未払金

893,020
厚生年金保険料事業主負担分 842,048

20,574,520

未払金 (株)大塚商会他5件 公益目的事業小口費用6件 59,903

出資金

前受金

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

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

2,543,022

日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他2台

309,836

4,823,621

公益目的保有財産であり、公益目的

公益目的保有財産であり、公益目的

公益目的保有財産であり、公益目的
事業に使用している。

665,461,452　　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 8,612,895

公益目的事業及び管理の職員社会保険料等 2,706,211

102,432

公益目的事業の研修費 838,000

530,930,018
使用している。

10,924

公益目的事業の外部検査・判定員委託料等

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。（99.75%公益目的事業、0.25%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。

堀明彦他12件

736,560

255,211

3

9,252,269

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。

加藤信二他3件

1,829,000

　　負債合計 29,187,415

公益目的事業の職員の退職引当金 19,771,000
803,520

預り金

896,169前受金
前受金

田神俊一他35件

75,585公益目的事業の賄い食材費

未払金 日本郵便(株)他3

公益目的事業の野菜苗頒布代金
近藤勝明他257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リース代

未収金 GMOイプシロン(株) ECサイト利用料等 84,306
未払金 リコージャパン(株)他5件 コピー代他事務用品代等 88,521

(流動負債)

76,236公益目的事業及び法人管理の公用車燃料代トヨタファイナンス(株)他2件未払金

110,540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

2



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　5,029,128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

2,543,022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　237,111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 1,691,949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　38,283,014円

松本市波田5537番地1
収納舎・ｶﾞﾗｽ温室　1,565,322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99.75%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。4,823,621円

構築物

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他1件

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。255,211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

帳簿価格の94%を公益目的事
業に使用している。

　合計 463,314,130円

硫化水素検知装置他

パイプハウス、砕石敷他

什器備品
 トラクター他73件

9,229,143円

長期リース資産
公益目的事業財産であり、公
益目的事業に使用している。736,560円

農業試験場　114,666,107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　5,758,200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

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
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