
平成28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）

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 1,186

39,040
20,500

前払金 全国公益法人協会
前払金 (株)サンロードサービス 公②.公益目的事業の出張航空券

29,000

公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布代金

嶋田努他121件未収金

未収金 東大生命科学研究所

前払費用

未収金 ビー&ベッチ他1件

未収金

542,700公③.公益目的事業認定手数料受入

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。

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

35,941,000

8,800

0

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

699,434
38,606,359
3,239,798

1,024,815
1,337,826運転資金として

493,360

公益目的事業及び法人管理の寄附金受入

公③．公益目的事業の有機JASﾏｰｸ・看板頒布時送料 600

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 81,000
55,764

7,194,707

77,620

629,300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

134,703,879
公益目的事業及び管理目的に使用

248,811

公②．公益目的事業生産物頒布用 148,114

55,000

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

舘野常司
60,000

管理の静銀パソコンバンク年間保守料 19,440

管理のセミナー受講料

1,433,497

108,120

(株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

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

（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

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）

（60%公益目的事業、40%管理目的）

100,000,000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。
70,000,000

(固定資産)

スルガ銀行熱海駅支店

　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 ビー&ベッチ他1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

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

(流動資産)

普通預金

　特定資産 退職給付引当資産 八十二銀行波田支店

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

棚卸資産 米
棚卸資産 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

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 28,440
未収金 村上隆之他4件 公②．公益目的事業の出版物頒布時送料 1,768

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
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 嶋田努他121件

育種課郵便振替口座

財      産      目      録
平成 29 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 場所・物量等

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

仮払金 吉井国際特許事務所 公①．公益目的事業の硫化水素検知装置特許申請料 121,776

574,775
14,921

公③．公益目的事業の有機JAS認定手数料

公①．公益目的事業種子頒布代受入 2,040,904

871,196

公①．公益目的事業の種子頒布代金

未収金 伊藤農園生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ他10件

未収金 村上隆之他4件

公①．公益目的事業科研費打合せ旅費 75,380
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43,783

27,561

(株)共同機械化センター

未払金 ヤンマーアグリジャパン(株) 公益目的事業の農業機械点検整備代

未払金
榊原農材(株) 公益目的事業の農業資材等購入代

三菱UFJニコス(株)
171,754

未払金 日本郵便(株) 公益目的事業の一般後納郵便料

未払金 (株)JAあいちｴﾈﾙｷﾞｰ他4件 公益目的事業小口費用5件 29,209

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代 26,620
未払金 リコージャパン(株) 法人管理の複合機使用料

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 19,130
未払金

建物 知多郡阿久比町草木 公益目的事業に使用している。 5,717,304
農業用倉庫

6,525,960

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。

1,898,592

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。

（94%公益目的事業、6%管理目的）

(流動負債)

37,002法人管理の公用車燃料代トヨタファイナンス(株)未払金

49,333未払金
クラギ(株) 公益目的事業の試験種子購入代 54,016

公益目的事業の廃棄物処分費用 66,366

152,170

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5件 公益目的事業の外部検査・判定員委託料等 661,891

公益目的事業の複合機使用料 95,063

生活協同組合ｺｰﾌﾟながの

未払金

33,642,044
　　負債合計 38,719,236

公益目的事業の職員の退職引当金 29,501,000
1,309,770
2,410,560

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

公益目的事業の賛助会費 30,000

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

59,065

78,113

預り金

公益目的事業の賄い食材費

73,911,000

33,726,000

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。

3,974,520

17,010
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14,685,394

1,310,000

公益目的事業に使用している。 10,000

公益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。

いる。（98.5%公益目的事業、1.5%管理目的）

公益目的事業に使用している。

建物 松本市波田5538番地1

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。

122,913,552

252,987

41,511,474

130,713,102

2,084,190

2,195,068

公益目的事業及び管理目的に使用
している。

324

6,441,651

熱海市桃山町16-1

認定業務管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ他

808,532,686　　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 5,077,192

公益目的事業及び管理の職員社会保険料等 2,887,823

24,083

39,924

公益目的事業の研修費 480,000

未払金

出資金 知多郡阿久比町草木

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)

地下灌漑排水用暗渠装置

いる。（67%公益目的事業、33%管理目的）

固定資産合計

769,813,450　　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) 420,714

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

673,828,807

前受金
寺脇匠他5件

未払金 (株)ＥＭ研究所

磯部みさ子他9件
前受金

未払金 あずさ環境保全(株)

未払金 富士ゼロックス（株）他

未払金 アスクル

長期リース資産

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121件

知多草木農場倉庫用地他

特許権 知多郡阿久比町草木

本部事務所・農業試験場

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

パイプハウス3棟他

建物附属設備 松本市波田5537番地1他

構築物 松本市波田5632番地1
しなの研修寮ボイラー他

熱海事務所内装工事
建物

建物 松本市波田6886番1
D倉庫

しなの研修寮

農業試験場・倉庫・喫煙室

試験圃場（D圃場）
建物 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
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

43,962

仮受金 (有)ティークラフト 有機JAS手数料入金時過入金
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公益目的保有財産の明細

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。60,000,000円

定期預金　静岡銀行熱海支店

公益目的事業に使用している。

松本市波田5632番地1

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

土地

使用事業

帳簿価格の94%を公益目的事
業に使用している。

熱海事務所内装工事　252,987円

公益目的事業に使用している。
場長公舎 2,084,190円

公益目的事業に使用している。

農業試験場　122,870,316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　6,525,960円

松本市波田5538番地1

阿久比町草木下竹林40番1他

　合計 545,145,098円

地下灌漑排水用暗渠装置

パイプハウス、砕石敷他

什器備品
CNコーダー他116件

14,470,054円

長期リース資産
帳簿価格の67%を公益目的事
業に使用している。2,664,750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

帳簿価格の98.5%を公益目的
事業に使用している。

3円

公益目的事業に使用している。
6,441,651円

出資金
JAあいち知多農協組合員出資金

公益目的事業に使用している。
10,000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。
17,010円

松本市波田5537番地1
公益目的事業に使用している。

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。
1,310,000円

特許権

　しなの研修寮　41,511,474円

松本市波田5537番地1
収納舎・ｶﾞﾗｽ温室　1,898,592円

公益目的事業に使用している。

農業用倉庫　5,717,304円

公益目的事業に使用している。建物附属設備
しなの研修寮ボイラー他

2,195,068円

熱海市桃山町16-3
公益目的事業に使用している。
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