
（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。 265,965

普通預金8258370 三重県信連 運転資金として使用する。 2,360,752

普通預金8268050 三重県信連 運転資金として使用する。 2,582,042

普通預金8258860 三重県信連 運転資金として使用する。 849,818

普通預金8259790 三重県信連 運転資金として使用する。 319,163

普通預金8258530 三重県信連 運転資金として使用する。 2,468

普通預金198395 百五銀行 運転資金として使用する。 813,054

普通預金198410 百五銀行 運転資金として使用する。 3,323,634

普通預金175089 百五銀行 運転資金として使用する。 0

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。 402,800

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＞ 10,919,696

未収金 三重県 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業 8,556,904

（補助事業） 三重県 三重県ASF侵入防止緊急支援事業 5,588,724

中央畜産会 畜産特別資金等推進指導事業 455,234

中央畜産会 畜産女性経営者育成強化事業 1,210,684

中央畜産会 馬防疫強化地域推進対策事業 17,906

中央畜産会 馬飼養衛生管理特別対策事業 457,290

機構 三重県畜産協会ASF侵入防止緊急支援事業 5,613,726

機構 子牛補給金運営適正事業 2,411,450

機構 家畜防疫互助基金支援事業 691,265

機構 肉用牛経営安定対策補完事業 2,311,721

機構 CSF衛生管理再生緊急支援事業 167,990

家衛協 家畜防疫・衛生指導対策事業 236,294

（受託事業） 三重県 飼料稲種子取扱事務受託事業 50,000

三重県 みえの豚肉消費維持・拡大支援事業 468,000

三重県 CSFﾜｸﾁﾝ接種豚安全・安心発信事業 755,170

中央畜産会 畜産関係団体調整機能強化事業 926,880

中央畜産会 畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業 466,011

中央畜産会 家畜生産性向上対策事業 85,020

中央畜産会 酪農労働力省力化推進施設等緊急整備対策事業 58,427

中央畜産会 畜産経営体生産性向上対策事業 262,187

機構 肉用牛肥育経営安定交付金制度 4,814,553

機構 肉豚経営安定交付金制度 250,426

（協会事業） 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 20,800

三重県CSF経口ﾜ
ｸﾁﾝ対策協議会

業務委託料等 2,310,181

野村證券・大和証券 有価証券未収利息 155,937

食肉消費対策協議会ほか 人件費等 561,200

＜未収金計＞ 38,967,180

前払金 池田土地開発 ２年度上期駐車場代 61,600

鈴木　章 倉庫代 125,640

貯蔵品 各課 切手及び証紙 374,604

50,448,720

財　産　目　録
令和２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。

60,948,707

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(1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＞ 165,848,707

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。

13,507,971

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＞ 16,445,662

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

32,004,200

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

88,032,960

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

4,283,320

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

128,424,000

普通預金8258250 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
交雑種

16,857,385

普通預金8258260 三重県信連
継続：マルキン事業に使用する。
乳用種

1,708,399

＜事業積立金等資産計＞ 317,460,476

＜特定資産合計＞ 500,754,845

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

507,169,846

557,618,566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 8,360

三重県信連他
子牛補給金運営適正事業・口座振替手
数料他

50,642

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

1,230,800

生産者他 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業 3,862,225

三重県養豚協会 三重県ASF侵入防止緊急支援事業 5,588,724

生産者他
肉用牛経営安定対策補完事業・助成金
等

1,483,850

生産者他 牛疾病検査円滑化推進事業・助成金等 61,060

農水省 牛疾病検査円滑化推進対策事業 234,015

CSF経口ﾜｸﾁﾝ対策
協議会

CSF野生ｲﾉｼｼ経口ﾜｸﾁﾝ導入緊急支援事
業

12,100

三重県養豚協会
三重県畜産協会ASF侵入防止緊急支援
事業

5,612,986

生産者他 家畜生産農場衛生対策事業 2,660,670

(受託事業) 職員 飼料稲種子取扱事務受託事業 1,020

三重県信連 肉用牛経営安定対策補完事業 2,970

佐川急便 みえの豚肉等消費・維持拡大支援事業 21,318

林商店 CSFﾜｸﾁﾝ接種豚安全・安心発信事業 81,015

職員他 貸付事業指導等事業 63,250

(協会事業) 三重県信連他 死亡牛事業・口座振替手数料 2,346

職員他 管理費・３月分臨時賃金他 3,157,989

津税務署 法人税・消費税・市民県民税 1,560,400

＜未払金計＞ 25,695,740

前受金 県下ＪＡ他 ２年度飼料稲種子代金 2,913,520

預り金 職員他 社会保険料他 4,378

仮受金 信連・普通預金 マルキン事業 生産者積立金他 405,268

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） 1,189,052

流動負債合計 30,207,958

（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。

16,116,704

移転準備金 新ＪＡ三重ビル 移転に伴う準備金 1,000,000

183,116,704

213,324,662

344,293,904

557,618,566

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


