
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

普通預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 運転資金として 21,462,074
肉用子牛補給金制度生産者負担金（仮受金） 2,300,500
肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金（仮受金） 16,429,000
畜産経営安定等緊急対策事業助成金、事務費 8,690,369

第四銀行　県庁支店 運転資金として 7,407,527
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 運転資金として 10,000,000
未収金 公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の事業費精算額等 54,986,080

121,275,550

（固定資産）

基本財産 投資有価証券 大和証券　新潟支店
321回10年国債 13,450,000
655回東京都公募公債 22,154,340

投資有価証券 みずほ証券新潟支店
754回東京都公募公債 25,977,068
338回大阪府公募公債 50,000,000
399回大阪府公募公債 13,898,841
403回大阪府公募公債 15,000,000
406回大阪府公募公債 35,484,173
平成20年度3回広島県公募公債 32,000,000
平成20年度1回新潟市公募公債 15,997,834
117回政保日本高速道路保有債務返済機構債 11,980,332
24回政保地方公共団体金融機構債 28,728,416

普通預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 公益目的保有財産である。 43,394,860

308,065,864

特定資産 【退職給付引当資産】 職員4名に対する退職金の支払いに備えた資産 8,273,919
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 8,273,919

【賞与引当資産】 常勤役員と職員4名に対する賞与の支払いに備えた資産 1,986,032
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 1,986,032

【減価償却引当資産】 3,589,706
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 3,589,706

【肉用子牛生産者積立資産】 56,730,400
普通預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 56,730,400

【肉用子牛生産者積立準備資産】 111,774,248
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 98,000,000

普通預金 　　　　〃 13,774,248

【肉用子牛特別の積立資産】 60,790,596
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 60,790,596

【肉用子牛調整積立資産】 1,000,000
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 1,000,000

【運営強化準備資産】 34,048,224
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 34,048,224

【肉用牛経営安定基金資産】 376,734,400
普通預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 376,734,400

【畜産経営安定基金資産】 30,982,720
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 18,334,969

普通預金 　　　　〃 12,647,751

【豚AD互助基金資産】 31,454,566
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 31,454,566

【予防注射事故対策基金資産】 4,016,361
定期預金 新潟県信用農業協同組合連合会　本店 4,016,361

【長期預かり金資産】 44,067,519
投資有価証券 655回東京都公募公債　　大和証券　新潟支店 7,845,660

24回政保地方公共団体金融機構債　みずほ証券 新潟支店 36,221,859

什器備品 パスチャライザー　１台 265,965

142,620

765,572,036

【基本財産計】

肉用子牛補給金制度の公益目的事業財産であり、運用益
は資産に繰り入れる。

肉用子牛補給金制度の公益目的事業財産であり、運用益
は資産に繰り入れる。

【特定資産計】

正会員2団体からの公益目的事業財産としている預か
り金であり、運用益を公益目的事業に使用している。

什器備品減価償却累計額（△）　パスチャライザー　１台

公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事
業に使用している。

肉用子牛補給金制度の公益目的事業財産であり、運用益
は資産に繰り入れる。

豚ＡＤ互助事業の公益目的事業財産であり、運
用益は資産に繰り入れる。

予防注射事故対策事業の公益目的事業財産で
あり、運用益は資産に繰り入れる。

公益目的事業（地域自衛防疫強化特別対策事
業）の財産であり、農場へ貸与している。

財　産　目　録

貸借対照表科目

流動資産合計

公益目的保有財産であり、運用益を公益目
的事業に使用している。

肉用子牛補給金制度の公益目的事業財産であり、運用益
は公益目的事業に使用している。

肉用牛肥育経営安定特別対策事業の公益目的
事業財産であり、運用益は資産に繰り入れる。

協会独自事業に対する財産であり、独自事業実施の他、協
会の運営を円滑に進めるための財産である。

畜産経営安定等緊急対策事業（その他事業）の
財産であり、運用益は資産に繰り入れる。
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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 車両運搬具 乗用車　1台 1,525,785

什器備品 プリンター　1台 128,110

什器備品 シュレッダー　１台 322,380

什器備品 ミルクウォーマー　１台　 507,600

電話加入権 NTT 50,300

外部出資金 新潟県信用農業協同組合連合会 外部出資金283口 2,830,000

長期預け金 （一社）全国肉用牛振興基金協会 長期預け金46口 4,600,000

1,525,784

128,109
〃 　　　　　　　　　　　　　　シュレッダー　１台 134,325

　　　　　　　　　　　　　　ミルクウォーマー　１台 127,026

8,048,931

1,081,686,831

1,202,962,381

（流動負債） 未払金 職員 超過勤務手当 68,616
非常勤嘱託職員 3月分給料（3/11～3/31） 117,050
新潟労働局 雇用保険料個人負担分調整額 38

〃 労働保険に係る一般拠出金 739
日本年金機構 厚生年金事業主負担分(3月分） 283,379
新潟県農業団体健康保険組合 健康保険事業主負担分(3月分） 204,216
農林水産省 死亡牛緊急処理円滑化推進事業補助金概算払のうち未使用分 601,133
その他 公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の未払分 51,679,727

仮受金 新潟労働局 雇用保険個人負担分 7,389
事業加入生産者 肉用子牛補給金制度負担金分 2,300,500

〃 肉用牛肥育経営安定特別対策事業積立金分 16,429,000
〃 肉用子牛補給金制度契約手数料分 1,597,400
〃 肉用牛肥育経営安定特別対策事業契約手数料分 385,000

賞与引当金 常勤役員及び職員に対するもの 常勤役員及び職員4名に対する賞与の支払いに備えた財産 1,986,032

75,660,219

（固定負債）

事業加入生産者に対するもの 生産者に交付する補填金に備えた財産 14,182,600

事業加入生産者に対するもの 肉用子牛生産者積立金の繰入に備えた財産 7,606,057

事業加入生産者に対するもの 生産者に交付する補填金に備えた財産 60,790,596

事業加入生産者に対するもの 生産者に交付する補填金に備えた財産 94,183,600

事業加入生産者に対するもの 畜産経営安定等緊急対策事業のための財産 30,982,720

事業加入生産者に対するもの 生産者に交付する補填金に備えた財産 1,000,000

退職給付引当金 職員に対するもの 職員4名の退職金支払いに備えた財産 8,273,919

事業加入生産者に対するもの 予防注射事故対策事業及び予防注射事故見舞金にかかる財産 4,016,361

長期預かり金 正会員からの長期預かり金 新潟県信用農業協同組合連合会　　　　　　　36,790,000円 44,030,000
全国共済農業協同組合連合会新潟県本部　　7,240,000円

265,065,853

340,726,072

862,236,309

固定資産合計

正味財産

資産合計

流動負債合計

畜産経営安定基金  

予防注射事故対策基金    

肉用子牛生産者積立金

肉用子牛生産者積立準備金

肉用牛経営安定基金

固定負債合計

【その他固定資産計】

車両運搬具減価減価償却累計額（△）　　乗用車

負債合計

肉用子牛特別の積立金

什器備品減価償却累計額（△）　   プリンター　１台

当協会の独自財産であり、管理運用業務で使用
している。

公益目的事業財産であり、管理運用業務と共有
して使用している。

肉用子牛調整積立金

公益目的事業財産であり、管理運用業務と
共有して使用している。

公益目的事業（自衛防疫体制強化推進事業）の
財産であり、農場へ貸与している。
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