
（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。 195,194

普通預金8258370 三重県信連 運転資金として使用する。 256,529

普通預金8268050 三重県信連 運転資金として使用する。 743,964

普通預金8258860 三重県信連 運転資金として使用する。 499,772

普通預金8259790 三重県信連 運転資金として使用する。 1,073,285

普通預金198395 百五銀行 運転資金として使用する。 307,301

普通預金198410 百五銀行 運転資金として使用する。 754,813

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。 383,300

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。 22,405,000

＜普通預金計＞ 26,619,158
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 1,625,068

機構 子牛生産者補給金運営体制整備事業 2,005,350

機構 肉用牛繁殖経営支援事業 329,209

機構 家畜防疫互助基金支援事業 600,742

機構 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 3,600,832

機構 肉用牛経営安定補完事業 3,382,504

（受託事業） 三重県 畜産経営技術高度化促進事業 1,740,000

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 123,428

中央畜産会 馬インフルエンザ等防疫強化対策事業 109,303

中央畜産会 馬ワクチン接種推進事業 161,464

中央畜産会 農場HACCP認証支援促進事業 92,932

中央畜産会 農場HACCP審査体制整備事業 181,835

中央畜産会 ＰＥＤ蔓延防止体制支援事業 45,483

中央畜産会 女子力発揮推進事業 273,570

中央畜産会 機械導入事業 298,642

支援協議会 障がい者支援事業 52,824

家畜衛生協議会 地域自衛防疫強化特別対策事業 203,290

機構 養豚経営安定対策事業 240,198

家畜改良事業団 肉用牛産肉能力平準化促進事業 104,115

（協会事業） 生産者 養豚事業手数料、第４四半期分 484,740

生産者 死亡牛処理経費 33,160

生産者 死亡牛処理管理手数料 63,200

生産者 衛生事業手数料 11,200

三重の畜産女性の会 経費戻入等 73,196

野村證券・大和証券 有価証券未収利息 165,166

生産者 証紙売上料 47,500

馬事協議会ほか 通信費、消耗品費等 499,100

＜未収金計＞ 16,598,051

前払金 福山通運 28年度飼料稲種子の送料 98,264

貯蔵品 各課 切手 392,863

協会事務所 証紙 293,128

＜貯蔵品計＞ 685,991

44,001,464

財　産　目　録
平成２８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。

60,898,267

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＞ 165,798,267

普通預金 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 百五銀行
運用益を管理目的の財源として使用
する。

2,161,625

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。

32,463

＜退職給与引当資産計＞ 12,194,088

役員退任慰労金引
当資産・普通預金

百五銀行
運用益を管理目的の財源として使用
する。

437,500

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。
子牛生産者積立金

8,887,000

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

95,140,560

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

4,281,322

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

1,926,371,800

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

25,180,600

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

189,031,400

＜事業積立金等資産計＞ 2,295,042,894

＜特定資産合計＞ 2,474,472,749

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

2,480,887,750

2,524,889,214資産合計

固定資産合計



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)

職員 畜産特別資金推進事業・旅費 40,450

ＮＴＴ他
肉用子牛生産者補給金制度運営体制
整備強化事業・通信費他

12,552

博進堂他
肉用牛肥育経営安定特別対策事業・
トナー等消耗品

150,888

生産者他
肉用牛経営安定対策補完事業・助成
金等

2,345,245

林商店
家畜防疫互助基金支援事業・事務用
品

2,635

生産者他
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事
業・助成金等

2,280,018

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

1,437,989

(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

285,958

津税務署 飼料稲種子取扱事務受託事業・消費税 3,703

津税務署 畜産関係団体調整機能強化事業・消費税 4,160

津税務署
馬インフルエンザ等防疫強化対策事
業・消費税

5,168

津税務署他 馬ワクチン接種推進事業・消費税他 15,809

津税務署 農場HACCP認証支援促進事業・消費税 39,628

津税務署 農場HACCP審査体制整備事業・消費税 31,136

津税務署 PED蔓延防止体制支援強化事業・消費税 40,360

津税務署他 女子力発揮推進事業・消費税他 27,380

津税務署 障がい者支援事業・消費税 14,500

津税務署 機械導入事業・消費税 29,778

生産者他 地域自衛防疫強化対策事業・助成金他 339,416

林商店 養豚経営安定対策事業・事務用品 6,400

盛功社印刷他 貸付事業指導等事業・パンフレット代他 58,052

林商店他
肉用牛産肉能力平準化促進事業・事
務用品他

6,398

(協会事業) 林商店他 死亡牛事業・事務用品他 10,958

職員他 管理費・３月分臨時賃金他 1,221,025

＜未払金計＞ 8,409,606

前受金 伊勢アグリ 28年度飼料稲種子代金 161,588

預り金 職員他 源泉徴収税、住民税、社会保険料他 424,663

仮受金 信連・普通預金 マルキン事業・生産者2・3月登録分 22,788,300

賞与引当金
三重県信連
普通預金

28年6月支払賞与(社会保険料を含
む）

936,702

流動負債合計 32,720,859

（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

役員退任慰労引当
金

職員
役員の退任時に使用する資金であ
る。当期末要支給額。

437,500

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。

12,194,088

178,631,588

211,352,447

2,313,536,767

2,524,889,214

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


