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平成26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）

賛助会員郵振口座 ゆうちょ銀行波田郵便

その他郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

前払費用 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)ﾃｨｰｸﾗﾌﾄ他33件

公②③.公益目的事業の熱海事務所4月分家賃

未収金 福田亜由美他156件

財      産      目      録
平成 27 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 場所・物量等

八十二銀行波田支店
定期預金 八十二銀行波田支店

種子郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

定期預金

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 55,000
前払費用 (株)センデン 公①.公益目的事業の女子寮保険料 10,000
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

未収金 (有)グローバルアイ他2件

技術普及課郵便振替口座 ゆうちょ銀行波田郵便

未収金 日本土壌協会

未収金

未収金 東大生命科学研究所

未収金 カネ松製茶(株)他5件

未収金 カネ松製茶(株)他5件

前払費用 舘野常司

棚卸資産 米

前払金 JN指定管理者共同事業体

棚卸資産 種子

前払費用 サンビレッジ平林

定期預金

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

本部事務所・農業試験場

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）

鳥取研究農場
土地 鳥取市八坂172番1他11件

普通預金 八十二銀行波田支店

現金
(流動資産)

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

棚卸資産 有機JASﾏｰｸ・看板
棚卸資産 書籍

棚卸資産 米

前払費用 amazon.com

流動資産合計
貯蔵品 切手・レターパック

ｽﾙｶﾞ銀行熱海駅支店

　基本財産 定期預金 静岡銀行熱海支店
(固定資産)

している。

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

共用財産であり運用益を公益及び
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）

公益目的事業に使用している。

共用財産であり運用益を公益及び

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及び

1,849,102

140,063

定期預金 八十二銀行波田支店

1,918,080

公①．公益目的事業の種子頒布代金
公①．公益目的事業の種子頒布時送料

42,122

公①．公益目的事業科研費打合せ旅費 28,900

福田亜由美他155件

未収金 (有)ﾃｨｰｸﾗﾌﾄ他33件

公①．公益目的事業の原稿執筆及び査読謝金

64,784

35,000
3,854,206

17,576
公③．公益目的事業の有機JAS手数料

公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布時送料

100,000,000

6,835,200

109,000

57,000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

106,632,264
公益目的事業及び管理目的に使用

182,351

1,516

7,404

（60%公益目的事業、40%管理目的）

公①．公益目的事業の研修生教科書代

共用財産であり運用益を公益及び

19,440

公②．公益目的事業生産物頒布用 289,000

公②．公益目的事業及び管理の記念行事会場使用料 207,100

公益目的事業及び法人管理の寄附金受入

98,270

公③．公益目的事業の有機JAS検査等旅費交通費

運転資金として 10,000,000

379,634

20,000,000

19,000
21,600

公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布代金

295,681

60,000
公①.公益目的事業の女子寮4月分家賃 58,000

金       額使用目的等

公③．公益目的事業の有機JAS書類発行手数料

運転資金として
運転資金として
運転資金として

公③．公益目的事業の有機JAS手数料他受入

494,038
37,627,272

609,463

1,072,353
174,109運転資金として

20,000,000運転資金として
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

24,030,000
122,913,552

1,042,470

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）

70,000,000

公益目的事業に使用している

公益目的事業に使用している。

管理の財源として使用している。

73,911,000

33,726,000



2頁

公益目的事業及び法人管理の小口費用7件 17,794

(株)アムロン他19件
前受金

113,178

公益目的事業及び法人管理の複合機使用料 77,245

未払金 ダスキン松本神林センター

農業試験場・倉庫・喫煙室

建物 松本市波田5632番地1

福井原作業所

熱海事務所内装工事

貸借対照表科目 場所・物量等

建物

建物 長野県上高井郡高山村牧

建物 松本市波田6886番1
D倉庫

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

建物 松本市波田5538番地1

しなの研修寮

機械及び装置 松本市波田5632番地1
知多水道設備・砕石敷他

建物附属設備 熱海市桃山町16-1他

構築物 知多郡阿久比町草木40-1他

桃山ﾋﾞﾙ電気配線工事他

未払金 ヤマト運輸(株)

公益目的事業及び法人管理の出張時有料道路料金

未払金 堀明彦他7件

敷金 知多郡阿久比町草木他

預り金

職員
ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ(株)

公益目的事業の賄い食材費

(固定負債)

職員等
前受金

遠藤万莉英他3件

未払金 (株)ＥＭ研究所

未払金 (株)大塚商会他

未払金 富士ゼロックス（株）他

未払金 アスクル

749,230,258　　正味財産

長期リース債務 住信･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 1,542,618

退職給付引当金

長期リース資産

固定資産合計

(流動負債)
生活協同組合ｺｰﾌﾟながの

8,134,546

公益目的事業に使用している。
地下灌漑排水用暗渠装置

420,000

日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他2台
車両運搬具 松本市波田5632番地1

熱海市桃山町16-1

公益目的事業に使用している。

長期リース債務
長期リース債務

日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)

公益目的事業の寄宿舎浴室ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代 35,640

771,193,516　　資産合計

公益目的事業及び法人管理の荷物等発送料

公益目的事業及び法人管理の事務用品代他

流動負債合計 4,264,430
公益目的事業及び管理の職員社会保険料等 2,623,824

345,009

93,373

公益目的事業の研修費 320,000

公益目的事業に使用している。

使用目的等 金       額

5,019,447

6

664,561,252

公益目的事業に使用している。

119,063

3

8,005,948

公益目的事業及び管理目的に使用して
いる。（66.3%公益目的事業、33.7%管理目的）

熱海市桃山町16-1

公益目的事業に使用している。

公益目的事業に使用している。

公益目的事業に使用している。

161,105

443,595

268,863

44,739,934

139,461,816

2,567,365

公益目的事業及び管理目的に使用して

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他

特許権 知多郡阿久比町草木 公益目的事業に使用している。

什器備品 松本市波田5632番地1他
DB分光光度計他197件

蒸留水製造装置他

知多草木農場事務所敷金他

いる。（97%公益目的事業、3%管理目的）

公益目的事業及び管理目的に使用して

公益目的事業に使用している。

公益目的事業に使用している。

公益目的事業に使用している。

7,293,720

いる。（94%公益目的事業、6%管理目的）

公益目的事業に使用している。

2,302,819

公益目的事業の賛助会費 141,000

公益目的事業の試験用有機培土代

公益目的事業の認定業務の年次調査、旅費他

20,563

39,041

未払金 三菱UFJニコス(株)
136,728

未払金 (株)JAあいちｴﾈﾙｷﾞｰ他 公益目的事業及び法人管理の公用車燃料代

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 39,325

261,710
未払金

17,698,828
　　負債合計 21,963,258

公益目的事業の職員の退職引当金 9,400,000
2,738,610
4,017,600

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
公益目的事業の管理プログラム
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公益目的保有財産の明細

帳簿価格の60%を公益目的事
業としている。60,000,000円

定期預金　静岡銀行熱海支店

　合計 545,806,811円

長期リース資産
帳簿価格の66.3%を公益目的
事業に使用している。5,395,936円

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他1件

車両運搬具
日産ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ他2台

公益目的事業に使用している。
6円

帳簿価格の96.9%を公益目的
事業に使用している。

公益目的事業に使用している。

公益目的事業に使用している。
119,063円

構築物

敷金
知多草木農場敷金他2件

公益目的事業に使用している。
420,000円

特許権
地下灌漑排水用暗渠装置

水道設備、砕石敷他

什器備品
ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾞｰﾑ分光光度計他

7,762,639円

機械及び装置
蒸留水製造装置他

3円

公益目的事業に使用している。
5,019,447円

松本市波田5537番地1
公益目的事業に使用している。

　しなの研修寮　44,739,934円

松本市波田5537番地1
収納舎・ｶﾞﾗｽ温室　2,302,819円

公益目的事業に使用している。

公益目的事業に使用している。

熱海事務所内装工事　268,863円

公益目的事業に使用している。建物附属設備
熱海事務所配線工事一式他

161,105円

公益目的事業に使用している。
2,567,365円

公益目的事業に使用している。

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　131,094,107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

公益目的事業に使用している。

松本市波田6886番1
　D倉庫　7,293,720円

松本市波田5538番地1

上高井郡高山村牧
福井原作業所　443,595円
熱海市桃山町16-3

使用事業

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。

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

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

土地

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。

公益目的事業に使用している。

松本市波田5632番地1

鳥取市八坂172番1他11件
　八坂研究農場　1,042,470円
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