
（単位:円）

場　所　・　物　量　等 使　　用　　目　　的　　等 金    額

（流動資産）

預金 23,189,375

普通預金
中国銀行県庁支店(1076386)

運転資金として 13,536,231

普通預金
中国銀行県庁支店(1114296)

運転資金として 3,142,275

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 487,923

普通預金
中国銀行県庁支店(1347720)

就業奨学金の貸付資金として 600,009

普通預金
中国銀行県庁支店(1423337)

運転資金として 2,318,138

普通貯金
岡山市農業協同組合本所(0036176)

運転資金として 1,572,340

定期預金
中国銀行県庁支店

運転資金として 1,532,459

未収金 9,003,816

岡山県担い手育成総合支援協議会 農地中間管理機構事業に係る担い手育成推進事業受託収益 1,065,000

岡山県 農業経営法人化支援総合事業費補助金 2,278,029

岡山県 農業研修生受入体制整備モデル事業費補助金 886,775

岡山県 県有農地貸借に係る手数料 10,000

赤磐市　外２市町 岡山県園芸総合対策事業費補助金 3,890,000

受け手農家　２名 令和２年度農地中間管理事業賃借料未収金 634,914

あいおいニッセイ同和損害保険（株）他 1DAY農業体験＆就農相談会傷害保険精算金　他 27,250

ナショナルベンディグ（株）他 三徳園自動販売機電気代　　他 211,848

仮払金 81,060

岡山地方法務局津山支局 農地中間管理事業に係る賃借料の供託金 81,060

32,274,251

財　　産　　目　　録
令和３年３月３１日現在

貸借対照表科目

流 動 資 産 合 計



（単位:円）

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

（固定資産）

 基本財産 500,000,000

投資有価証券 498,497,564

SMBC日興証券　第117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

147,141,964

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚ-証券
第60回利付国債

同上 99,944,731

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚ-証券
第108回利付国債

同上 99,410,869

中国銀行県庁支店
岡山県平成27年度第１回公募公債

同上 50,000,000

中国銀行県庁支店
岡山県平成30年度第2回公募公債

同上 52,000,000

中国銀行県庁支店
岡山県平成30年度第3回公募公債

同上 50,000,000

預金 1,502,436

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

1,502,436

 特定資産 232,791,830

一般事業調整積立
資産

1,817,601

普通預金
中国銀行県庁支店(1076386)

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

440,566

定期貯金
岡山市農業協同組合

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

2,234

普通貯金
岡山市農業協同組合

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

1,374,801

担い手事業運用財
産

92,577,595

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

5,812,085

野村證券岡山支店
トヨタ自動車種類株

同上 41,332,200

大和証券岡山支店
山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙ-ﾌﾟ第7回期限前償還条件付
き無担保社債

同上 30,000,000

中国銀行県庁支店
普通預金(1114296)

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

12,197,295

普通貯金
岡山市農業協同組合

同上 762,394

定期貯金
岡山市農業協同組合

同上 2,473,621



（単位:円）

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

農地保有合理化事
業運用資産

134,864,952

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

69,718,872

みずほ証券
みずほフィナンシャルグループ第20回期限
前償還条項付無担保社債（10年）

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

30,000,000

普通預金
中国銀行県庁支店（1423337）

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

34,894,431

定期貯金
岡山市農業協同組合

同上 251,649

退職給付引当資産 1,831,930

中国銀行県庁支店
普通預金(1076386)

従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの 669,049

定期貯金
岡山市農業協同組合

従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの 1,162,881

建物・構築物 1,699,733

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 314,493

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 24,255

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 856,345

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 57,000

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 226,823

堆肥施設　　　　　　　　１ヶ所
加賀郡吉備中央町竹部

同上 220,805



（単位:円）

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

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

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 17

動力運搬機　             １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

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 2

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 1

防蛾灯施設整備（もも園）　１式
加賀郡吉備中央町竹部 同上 1

ミニバックホー　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

耕耘整地用機具　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

トラクター　　　　　　　　１台
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

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



（単位:円）

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

 その他固定資産 2,691,989

建物・構築物 613,165

物置
岡山市東区竹原　　　  9.72㎡

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

ユニットハウス
岡山市東区竹原　　　  9.45㎡

同上 461,159

屋外炊事場　　　　　　 15.0㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 1

事務所増築　　　　　　 18.79㎡
加賀郡吉備中央町竹部

同上 152,000

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 54,821

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 1

運搬機　　　　　　　　　１台
岡山市東区竹原

同上 37,844

芝刈り機　　　　　　　　１台
岡山市東区竹原

同上 16,974

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 3

空調設備　　　　　　　　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

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 850,300

就農支援資金貸付金　   ３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 850,300

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あり、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



（単位:円）

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

供託金 313,300

岡山地方法務局　３件 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 313,300

敷金保証金 510,400

(株)近宣
岡山市北区弓之町10-26　第五近宣ビル3階
農地中間管理機構　備前支部事務所

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

495,000

(有)エフ・プラン
岡山市北区弓之町　弓之町駐車場
農地中間管理機構　備前支部
月極駐車場　保証金

同上 15,400

固
定
資
産

固定資産合
計

735,483,819

767,758,070

（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

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 22,809,326

岡山東年金事務所 ３月分社会保険料 1,535,635

岡山東税務署 令和２年度消費税精算金 1,811,900

日本郵便(株) ３月後納郵便代金 59,744

中国銀行県庁支店 ３月分振込手数料、ファ－ムバンキング手数料 55,220

岡山市農業協同組合本所 ３月分ファ－ムバンキング手数料 3,300

富士ゼロックス岡山（株） ３月分コピー機使用料 237,287

倉敷市他 農地中間管理事業業務委託費 9,466,158

晴れの国岡山農業協同組合岡山東モモ部会　他 研修ほ場設置事業委託費 1,569,096

岡山県
県民局庁舎光熱水費・清掃費（農地中間管理機構備中支部、美
作支部、高梁駐在事務室）

156,237

岡山県 県庁分庁舎光熱水費・機械警備費（財団事務室） 96,799

岡山県 ３月分農産物販売受託支払代金 921,559

（一社）岡山県農業会議 就農相談窓口一元化負担金 200,000

(株)日立ビルシステム 農地中間管理機構備前支部借上付帯経費 12,100

資　産　合　計



（単位:円）

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

ソフトバンク(株) ３月分機構支部携帯電話料、インターネット使用料 22,352

(一財）民事法務協会 農地中間管理事業に係る登記事項情報手数料 104,808

有元勢津子 農地中間管理事業に係る賃借料 3,192

林弘彦相続人 農地中間管理事業に係る賃借料（供託金見合） 81,060

（株）ＪＡ岡山　他 体験学習農園事業に係るトイレリ-ス他諸経費 141,185

（株）ＪＡ岡山　他 三徳園管理事業に係る資材費他諸経費 723,184

岡山市農業協同組合　他 就農支援資金貸付償還事業に係る事務処理謝金 99,263

公立学校共済組合岡山宿泊所　他 財団本部事業に係る事務用品他諸経費 40,744

アクスル　他 農地中間管理事業に係る事務用品他諸経費 114,665

岡山市農業協同組合　他 担い手関係事業に係る資材費他諸経費 83,998

各職員 職員立替金、出張旅費(私用車利用）、退職給付　他 5,269,840

預り金 2,226,780

所得税預り金 従業員等の給与に対する所得税の預り金 180,698

住民税預り金 従業員等の給与に対する住民税の預り金 546,900

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等 1,499,182

賞与引当金 1,989,978

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

1,989,978

27,602,084

（固定負債）

退職給付引当金 1,831,930

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 1,831,930

1,831,930

29,434,014

738,324,056

負　債　合　計

正　味　財　産

流　動　負　債　合　計

固　定　負　債　合　計


