
（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額

（流動資産）

預金 26,652,720

普通預金
中国銀行県庁支店(1076386)

運転資金として 7,286,278

普通預金
中国銀行県庁支店(1302343)

就農支援資金貸付金の貸付資金として 13,691,163

普通預金
中国銀行県庁支店(1423337)

運転資金として 1,200,366

普通預金
トマト銀行県庁支店(1551571)

運転資金として 213,584

定期預金
中国銀行県庁支店

運転資金として 4,261,329

未収金 4,751,755

岡山県担い手育成総合支援協議会に対す
る未入金額

農地中間管理機構事業に係る担い手育成推進事業の受託料に
対する未収分

1,224,000

岡山県に対する未入金額
農地中間管理機構事業に係る県有農地売却手数料に対する未
収分

400,345

岡山県に対する未入金額
農業機械リ－ス事業に係るリ－ス事業推進費補助金に対する
未収分

559,000

鏡野町及び新見市に対する未収入金
農業機械リ－ス事業に係るリ－ス事業助成金費補助金に対す
る未収分

2,482,000

三徳園研修館利用に対する未入金額 三徳園管理事業に係る研修館利用に対する未収分 86,240

三徳園指定管理賠償責任保険の清算未入
金額

三徳園指定管理賠償責任保険の清算返還分 170

リース投資資産 1,095,570

1年以内回収件数　　　２件
農業機械リ－ス事業による貸付機械のうち、１年以内に回収
となるもの

1,095,570

32,500,045

（固定資産）

 基本財産

投資有価証券 497,868,480

SMBC日興証券　第35回利付国債
公益目的保有財産(80%)及び公益目的事業に必要な活動の用に
供する財産(20%)であり、運用益を公益目的事業及び法人会計
管理費に使用している

50,041,814

SMBC日興証券　第117回利付国債 同上 149,036,500

貸借対照表科目

第５　　　財　　産　　目　　録　　　　

平成27年 3月31日現在

流 動 資 産 合 計
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（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額貸借対照表科目

SMBC日興証券
第70回共同発行市場公募地方債

同上 50,000,000

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚ-証券
第60回利付国債

同上 99,502,588

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚ-証券
第108回利付国債

同上 98,954,767

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚ-証券
第3回中華人民共和国円貨債

同上 49,932,811

中国銀行県庁支店
第272回利付国債

同上 400,000

預金 2,131,520

普通預金
中国銀行県庁支店(1263542)

公益目的保有財産(80%)及び公益目的事業に必要な活動の用に
供する財産(20%)であり、運用益を公益目的事業及び法人会計
管理費に使用している

1,458,195

普通預金
中国銀行県庁支店(1076386)

同上 673,325

 特定資産

一般事業調整積立
資産

756,784

中国銀行県庁支店　定期預金
運転資金を補填するため保有している積立資産であり、運用
益を法人会計管理費に使用している

756,784

担い手事業運用財
産

120,480,152

SMBC日興証券　第117回利付国債
交付者の定めた使途に充てるため保有している資金であり、
満期保有目的で保有し、運用益を農林漁業の担い手の確保・
育成を図る事業の財源として使用している

5,886,917

みずほ証券　投信ﾊｯﾋﾟ-ｸﾛ-ﾊﾞ-
交付者の定めた使途に充てるため保有している資金(投資信
託）であり、運用益及び元本を農林漁業の担い手の確保・育
成を図る事業の財源として使用している

4,365,500

ﾄﾏﾄ銀行県庁支店
ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙｿﾌﾞﾘﾝ･ｵ-ﾌﾟﾝ

同上 4,486,026

中国銀行県庁支店
先進国債券ｵ-ﾌﾟﾝ　月桂樹

同上 13,082,360

中国銀行県庁支店
三菱UFJ外国債券ｵ-ﾌﾟﾝ

同上 30,153,085

中国銀行県庁支店
普通預金(11114296)

交付者の定めた使途に充てるため保有している資金であり、
運用益及び元本を農林漁業の担い手の確保・育成を図る事業
の財源として使用している

44,381

中国銀行県庁支店
普通預金(1076386)

同上 12,461,883

中国銀行県庁支店
定期預金

同上 50,000,000

農地保有合理化事
業運用資産

143,937,057

SMBC日興証券　第61回利付国債
交付者が定めた使途に充てるための資金で、満期保有目的で
保有しており、運用益を農地中間管理機構事業の業務に必要
な経費の支払いに使用している

68,875,488

SMBC日興証券　ﾌﾘ-ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ
交付者が定めた使途に充てるための資金であり、運用益及び
元本を、農地中間管理機構事業の業務に必要な経費の支払い
に使用している

31,697,604
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（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額貸借対照表科目

中国銀行県庁支
普通預金(1423337)

同上 43,363,965

退職給付引当資産 17,094,920

中国銀行県庁支店 定期預金 従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの 17,094,920

貸倒引当積立金資
産

586,289

中国銀行県庁支店
普通預金(1403395)

交付者が定めた使途に充てるための資金であり、就農支援資
金貸付金が貸倒となった場合に補填する

586,289

建物・構築物 6,414,669

研修生宿舎　　　　　　　160㎡
加賀郡吉備中央町竹部

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 1

研修館　　　　　　　　　91.8㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

作業所　　　　　　　　　49.2㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

農業歴史展示館　　　　　137㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

演習棟　　　　　　　　　59.0㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

生活展示館　　　　　　　73.0㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

農機具格納庫　　　　　　54.0㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1,359,549

納屋                    ２棟
加賀郡吉備中央町竹部

同上 2

駐車場路面整備　(面積300㎡水路30m)
加賀郡吉備中央町竹部

同上 183,015

ﾄｲﾚ改修3ヶ所、浄化槽設置1ヶ所
加賀郡吉備中央町竹部

同上 3,055,618

ぶどう棚　　　　　　　　２棟
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

パイプ型ビニールハウス　240㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 579,499

パイプハウス　　　　　　１棟
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

避雷針(パンザーマスト型)１ヶ所
加賀郡吉備中央町竹部

同上 645,581

堆肥施設　　　　　　　　１ヶ所
加賀郡吉備中央町竹部

同上 591,395

ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内散水施設      １式
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

耐火コンクリート式焼却炉　1台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1
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（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額貸借対照表科目

車両運搬具 1

軽四輪トラック　　　　　　２台
加賀郡吉備中央町竹部

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 1

機械及び装置 123,590

動力運搬機　              ２台
加賀郡吉備中央町竹部

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 2

椎茸乾燥機　  　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

ハーベスター　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

バインダー　　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

籾摺機　　　　　　　　　　２台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 10,553

半自動梱包機　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

自走式カッター　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

動力噴霧器　　　　　　　　２台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

低温貯蔵庫　　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

精米機　　　　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

穀物用循環型乾燥機　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

選別機           　　　 　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 5,926

防蛾灯施設整備（もも園）　１式
加賀郡吉備中央町竹部 同上 9,760

ミニバックホー　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 27,720

耕耘整地用機具　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 3,620

トラクター　　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 66,000

什器備品 1

食器棚　　　　　　　　　　１棹
加賀郡吉備中央町竹部

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 1

 その他固定資産

建物・構築物 832,243
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（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額貸借対照表科目

物置　　　　　　　　　　9.72㎡
岡山市東区竹原

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 22,660

屋外炊事場　　　　　　 15.0㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 24,000

事務所増築　　　　　　 18.79㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 785,579

駝鳥舎　　　　　　　　　150.0㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

誘導看板　　　　　　　　一式
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

防塵施設（舗装路面）　　一式
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

パイプハウス　　　　　　１棟
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

機械及び装置 422,476

動力噴霧器　　　　　　　１台
岡山市東区竹原

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 8,856

運搬機　　　　　　　　　１台
岡山市東区竹原

同上 285,560

芝刈り機　　　　　　　　１台
岡山市東区竹原

同上 128,058

動力運搬機　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

田植機　　　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

什器備品 8

ノートパソコン　　　　　３台
岡山市北区内山下

公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、法人管
理運営の用に供している

3

カラーレーザー複合機　　１台
岡山市北区内山下

同上 1

ノートパソコン　　　　　１台
岡山市東区竹原

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 1

空調設備　　　　　　　　１台
岡山市東区竹原

同上 1

冷蔵庫　　　　　　　　　１台
吉備中央町竹部

同上 1

防蛾ネット（もも園）　　一式
吉備中央町竹部

同上 1

長期貸付金 13,049,677

就農支援資金貸付金　    ２７件
岡山市他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している 11,849,677

就業奨学金　　　　　　　　５件
岡山市他

同上 1,200,000
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（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額貸借対照表科目

農地事業出資金 350,000

（公社）全国農地保有合理化協会
東京都千代田区

公益目的保有財産で、協会が行う債務補償事業事業に係る出
資金であり、公益目的事業の用に供している

350,000

804,047,867

836,547,912

（流動負債）

一年以内償還借入
金

576,000

就農支援資金貸付原資
岡山県庁

就農支援資金貸付事業を実施するための借入金で、１年以内
に償還期限が来るもの

576,000

未払金 5,816,174

岡山東年金事務所 ３月分社会保険料 585,220

ＪＡ三井リース(株)他 リース事業助成金 2,482,000

倉敷市他 農地中間管理事業業務委託費 729,424

岡山県 局庁舎光熱水費・清掃費 41,178

岡山県 県庁舎光熱水費・清掃費 181,648

岡山市農協他 就農支援資金貸付事業に係る事務処理謝金 270,944

岡山東税務署 平成２６年度消費税清算金 1,035,700

中国銀行県庁支店 振込手数料、ファ－ムバンキング手数料 32,400

富士ゼッロクス岡山（株） ゼッロクス使用料 262,725

トヨタファイナンス（株） 財団車両ガソリン、ETC使用料 39,805

(株)ゼイ・アール 事務所移転経費 64,800

（株）ＪＡ岡山　他 体験学習農園事業に係る諸経費 8,232

（株）ＪＡ岡山　他 三徳園管理事業に係る諸経費 54,869

ソフトバンクモバイル(株) 農地中間管理事業に係る携帯電話料 21,709

常務理事 県内旅費 5,520

固　定　資　産　合　計

資　産　合　計
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（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額貸借対照表科目

預り金 815,936

所得税預り金 従業員等の給与に対する所得税の預り金 97,270

住民税預り金 従業員等の給与に対する住民税の預り金 139,400

社会保険料預り金 従業員等の給与に対する社会保険料の預り金 579,266

リース債務 1,095,570

ヤンマ－クレッジト　外１社
農業機械リ－ス事業による借入機械のうち、１年以内に支払
いとなるもの

1,095,570

賞与引当金 2,117,671

従業員に対するもの
従業員４名に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の
うち当期に帰属する金額を計上している

2,117,671

10,421,351

（固定負債）

長期借入金 28,308,125

就農支援資金貸付原資
岡山県庁

就農支援資金貸付事業を実施するための借入金で、１年を超
えて償還期限が来るもの

28,308,125

退職給付引当金 17,094,920

従業員に対するもの 従業員４名に対する退職金の支払いに備えたもの 17,094,920

45,403,045

55,824,396

780,723,516

流　動　負　債　合　計

固　定　負　債　合　計

負　債　合　計

正　味　財　産
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