
（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。 1,150,572

普通預金8258370 三重県信連 運転資金として使用する。 823,373

普通預金8268050 三重県信連 運転資金として使用する。 2,398,611

普通預金8258860 三重県信連 運転資金として使用する。 2,811,435

普通預金8259790 三重県信連 運転資金として使用する。 3,633,769

普通預金8258530 三重県信連 運転資金として使用する。 399,728

普通預金198395 百五銀行 運転資金として使用する。 657,349

普通預金198410 百五銀行 運転資金として使用する。 4,004,513

普通預金175089 百五銀行 運転資金として使用する。 288,710

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。 370,200

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。 0

＜普通預金計＞ 16,538,260

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 319,878

中央畜産会 馬飼養衛生管理特別対策事業 451,123

中央畜産会 女性経営者育成強化事業 1,179,030

中央畜産会 家畜生産性向上対策事業 31,000

中央畜産会 馬伝染性疾病防疫推進対策事業 458,738

機構 子牛生産者補給金運営体制整備事業 2,247,099

機構 家畜防疫互助基金支援事業 438,469

機構 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 2,818,938

機構 肉用牛経営安定対策補完事業 4,021,237

家畜衛生協議会 地域自衛防疫促進対策事業 244,629

（受託事業） 三重県 飼料稲種子取扱事務受託事業 50,000

中央畜産会 畜産団体調整機能強化事業 579,937

中央畜産会 畜産GAP拡大推進加速化事業 116,339

中央畜産会 酪農省力化施設整備事業 64,052

中央畜産会 農場HACCP取組体制強化事業 510,200

中央畜産会 畜産酪農収益力強化事業 281,683

中央畜産会 酪農生産性向上事業 317,320

機構 養豚経営安定対策事業 475,552

機構 肉用牛肥育経営安定交付金制度 1,046,872

（協会事業） 生産者 養豚事業手数料、第４四半期分 458,400

生産者 死亡牛処理管理手数料 88,600

生産者 衛生事業手数料 16,000

生産者 証紙売上料 117,000

野村證券・大和証券 有価証券未収利息 190,066

養鶏協会ほか 人件費等 605,300

＜未収金計＞ 17,127,462

前払金 池田土地開発 31年度上期駐車場代 176,832

鈴木　章 部屋代、倉庫代

貯蔵品 各課 切手及び証紙 305,607

34,148,161

財　産　目　録
平成３１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。

60,936,097

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＞ 165,836,097

退職給与引当資産
普通預金8268050

三重県信連
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

12,339,754

普通預金198395 百五銀行
運用益を管理目的の財源として使用す
る。

2,937,691

＜退職給与引当資産計＞ 15,277,445

減価償却引当資産定
期預金(1年)38751415

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8262890
　　008255、008266

三重県信連
継続：子牛事業に使用する。
子牛生産者積立金

26,289,400

普通預金8261040 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

89,795,260

普通預金8261050 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）
41543751、41543869
41543922、41543999

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

4,282,955

普通預金8258240 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
肉専用種

1,071,871,000

普通預金8258250 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
乳用種

128,022,000

普通預金8258260 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
交雑種

19,116,956

＜事業積立金等資産計＞ 1,385,527,783

＜特定資産合計＞ 1,567,641,325

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

1,574,056,326

1,608,204,487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)

職員他 畜産振興事業・旅費交通費他 148,230

職員他 畜産特別資金推進事業・旅費交通費他 71,160

職員他
畜産女性経営者育成事業・旅費交通費
他

551,680

三重県信連他
肉用子牛生産者補給金制度運営体制整
備強化事業・口座振替手数料他

15,917

三重県信連他
肉用牛肥育経営安定交付金制度・口座
振替手数料他

496,717

生産者他
肉用牛経営安定対策補完事業・助成金
等

3,136,208

職員
馬伝染性疾病防疫推進対策事業：指導
旅費

300

職員 馬飼養衛生管理対策事業：指導旅費 300

生産者他 牛疾病検査円滑化推進事業・助成金等 1,442,352

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

1,577,528

中央畜産会 家畜防疫互助基金支援事業：積立金等 751,044

(受託事業) 職員他 家畜生産性向上事業 5,620

三重県農協会館
他

畜産団体調整機能強化事業：会場借料
等

20,132

職員他 酪農生産性向上事業・旅費 1,020

(協会事業) 三重県信連他 死亡牛事業・口座振替手数料 24,458

職員他 管理費・３月分臨時賃金他 1,609,585

津税務署 法人税・消費税・市民県民税 1,396,500

＜未払金計＞ 11,248,751

前受金 県下ＪＡ他 31年度飼料稲種子代金 3,431,661

預り金 職員他 源泉徴収税、住民税、社会保険料他 842,368

仮受金 信連・普通預金 信連組戻し仮受 372,668

賞与引当金
三重県信連
普通預金

夏期支払賞与(社会保険料を含む） 1,294,888

流動負債合計 17,190,336

（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。

15,277,445

181,277,445

198,467,781

1,409,736,706

1,608,204,487

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


