
（単位:円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

普通預金8270700 三重県信連 運転資金として使用する。 1,188,282

普通預金8258370 三重県信連 運転資金として使用する。 717,149

普通預金8296700 三重県信連 運転資金として使用する。 101,362

普通預金8268050 三重県信連 運転資金として使用する。 284,626

普通預金8258860 三重県信連 運転資金として使用する。 1,891,244

普通預金8259790 三重県信連 運転資金として使用する。 408,916

普通預金198395 百五銀行 運転資金として使用する。 791,898

普通預金198410 百五銀行 運転資金として使用する。 5,728,503

普通預金8260950 三重県信連 子牛事業の決裁口座として使用する。 943,975

普通預金8258280 三重県信連 ﾏﾙｷﾝ事業の決裁口座として使用する。 39,849,500

＜普通預金計＞ 51,905,455

未収金
（補助事業）

中央畜産会 畜産特別資金等推進指導事業 1,769,334

機構
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整
備強化事業

2,278,624

機構 肉用牛繁殖経営支援事業 359,819

機構 家畜防疫互助基金支援事業 480,398

機構 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 3,965,540

（受託事業） 三重県 畜産経営技術高度化促進事業 1,815,000

三重県 三重の畜産ブランド力向上支援事業 1,600,000

三重県 飼料稲種子取扱事務受託事業 50,000

中央畜産会 畜産関係団体調整機能強化事業 166,905

中央畜産会 家畜飼養管理促進事業 237,417

中央畜産会 馬インフルエンザ等防疫強化対策事業 93,070

機構 養豚経営安定対策事業 254,006

家畜改良事業団 肉用牛産肉能力平準化促進事業 105,000

（協会事業） 生産者 養豚事業手数料、第４四半期分 606,250

生産者 死亡牛処理経費 1,970,410

生産者 死亡牛処理管理手数料 56,000

野村證券・大和
証券

有価証券未収利息 145,465

生産者 証紙売上料 7,220

馬事協議会ほか 通信費、消耗品費等 69,361

＜未収金計＞ 16,029,819

前払金 福山通運 27年度飼料稲種子の送料 239,604

貯蔵品 各課 切手 353,037

協会事務所 証紙 155,800

＜貯蔵品計＞ 508,837

68,683,715

財　産　目　録
平成２７年３月３１日現在

貸借対照表科目

流動資産合計



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（固定資産）

特定資産
預り出資金資産
有価証券

野村證券
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

60,885,657

有価証券 大和証券
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

100,000,000

定期預金(５年） 大和証券
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

4,900,000

＜預り出資金資産計＞ 165,785,657

退職給与引当資産
定期預金(１年）

三重県信連
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

10,000,000

普通預金 三重県信連
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

2,140,229

定期預金(１年） 百五銀行
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

10,000,000

普通預金 ゆうちょ銀行
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

8,532,463

＜退職給与引当資産計＞ 30,672,692

減価償却引当資産
定期預金(１年）

三重県信連
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

1,000,000

事業積立金等資産
普通預金

三重県信連
継続：子牛事業に使用する。
子牛生産者積立準備金

142,443,505

普通預金 三重県信連
継続：子牛事業に使用する。
子牛特別積立金

46,150,212

定期預金(１年） 三重県信連
継続：子牛事業に使用する。
子牛償還円滑化積立金

4,280,316

普通預金 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
肉専用種

1,401,883,800

普通預金 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
乳用種

18,280,500

普通預金 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
交雑種

116,479,400

＜事業積立金等資産計＞ 1,729,517,733

＜特定資産合計＞ 1,926,976,082

その他固定
資産

建物
ＪＡ三重ビル５
階１室

全農三重県本部に賃貸し、賃貸料は管
理目的の財源として使用する。

2,180,993

入会預託金
全国肉用牛振興
基金協会

全国肉用牛振興基金協会への入会金 4,000,000

出資金 三重県信連
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

15,000

中央畜産会 振興基金 1,500,000

中央畜産会 地方活動支援推進基金 900,000

＜出資金計＞ 2,415,000

償却累計額(△)
ＪＡ三重ビル５
階１室

建物減価償却累計額 △ 2,180,992

＜その他固定資産合計＞ 6,415,001

1,933,391,083

2,002,074,798

固定資産合計

資産合計



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）

未払金
(補助事業)

盛功社印刷他
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整
備強化事業・規程集他

193,069

富士ゼロックス
肉用牛肥育経営安定特別対策事業・ト
ナー等消耗品

82,958

生産者他
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業・
下期助成金等

4,430,096

生産者他
家畜生産農場清浄化支援対策事業・抗
体検査費等

1,398,875

(受託事業) 盛功社印刷他
畜産経営技術高度化促進事業・経営指
標他

318,853

盛功社印刷他
三重の畜産ブランド力向上支援事業・
冊子代他

858,818

職員他 飼料稲種子取扱事務受託事業・旅費他 6,584

島の旅社他
畜産関係団体調整機能強化事業・研修
会謝金他

16,361

津税務署 家畜飼養管理推進事業・消費税 17,046

林商店
馬インフルエンザ等防疫強化対策事
業・事務用品

4,058

中央畜産会
農場HACCP認証普及推進支援事業・受
託金一部返還他

707,257

盛功社印刷他
農場HACCP認証審査体制基盤整備事
業・印刷費他

193,865

家畜衛生協議会
地域自衛防疫強化特別対策事業・受託
金一部返還他

187,683

林商店 養豚経営安定対策事業・事務用品 3,828

盛功社印刷他 貸付事業指導等事業・パンフレット代他 41,698

日本郵便
肉用牛産肉能力平準化促進事業・切手
代

1,052

(協会事業) 徳島化成 死亡牛事業・３月分処理料他 1,732,689

津年金事務所他 管理費・３月分保険料他 1,773,442

＜未払金計＞ 11,968,232

前受金 ＪＡみえきた他 27年度飼料稲種子代金 909,826

預り金 職員 源泉徴収税、住民税、社会保険料 54,908

仮受金 信連・普通預金 子牛事業・生産者3・4月登録分 943,975

信連・普通預金 マルキン事業・生産者2・3月登録分 39,849,500

＜仮受金計＞ 40,793,475

賞与引当金
三重県信連
普通預金

27年6月支払賞与(社会保険料を含む） 949,000

未払法人税等 津市・三重県 法人市民税、法人県民税 72,000

流動負債合計 54,747,441

（固定負債） 預り金出資金 会員
運用益を管理目的の業務に使用する預
り金である。

166,000,000

退職給与引当金 職員
職員の退職時に使用する資金である。
当期末要支給額。

30,672,692

196,672,692

251,420,133

1,750,654,665

2,002,074,798

固定負債合計

負 債 合 計

正味財産合計

負債及び正味財産合計


