財産目録
平成 28年 3月 31日 現在
公益社団法人 愛知県畜産協会
目
金

科

額

場所・物量等

使用目的等

（単位：円）
金 額

Ⅰ資 産 の 部
1.流 動 資 産
普 通 預 金

171,773,627
普通貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛生産者補給金制度運転資金として

普通貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金仮受
金として

5,632,475

普通貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛生産者補給金制度協会契約手数料として

5,883,783

普通貯金 愛知県信連 本店

運転資金として

普通貯金 愛知県信連 本店

肉用牛肥育経営安定特別対策事業仮受金として

普通貯金 愛知県信連 本店

ワクチン接種事業運転資金として

普通貯金 愛知県信連 本店

運営基盤強化基金事業運転資金として

普通貯金 愛知県信連 本店

家畜衛生事業運転資金として

4,277,407

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

肉用子牛生産者補給金制度運転資金として

2,133,253

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

運転資金として

12,737,271

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

肉用牛肥育経営安定特別対策事業仮受金として

12,079,000

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

肉用牛肥育経営安定特別対策事務手数料として

14,260,121

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

ワクチン接種事業運転資金として

1,590,712

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

家畜衛生事業運転資金として

3,653,522

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

図書斡旋事業運転資金として

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

畜産関係団体業務受託運転資金として

2,092,154

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

畜産会館管理事業運転資金として

1,208,329

普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

大津橋ビル持分勘定事業運転資金として

4,537,710

普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部

畜産会館管理事業運転資金として

1,059,487

大津橋ビル持分勘定事業運転資金として

普通預金 三井住友銀行 名古屋支店

収

蔵

126,258

17,337

3,925

41,565,107
金

前 払 費 用

貯

704,168

2,324,360

雑資産
未

9,496,839
54,409,000

408,338

普通預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部

普通預金 中京銀行 大津橋支店

33,138,178

品

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

41,435,337

公益目的事業会計、法人会計で使用している
レーザープリンタ保守料及び収益事業会計の損
害保険料

123,264

切手

流動資産合計

6,506
213,338,734

2.固 定 資 産
(2)特 定 資 産
退職給付引当資産

定期貯金 愛知県信連 本店

職員3名の退職金の支払いに備えた資産

減価償却引当資産

定期貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛事業の定めた使途に充てるために保有
している資金であり、運用益は肉用子牛事業に
使用している。

生産者積立資産

37,159,947

5,910,511
48,114,118

定期貯金 愛知県信連 本店
定期貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛生産者補給金制度の定めた使途に充
てるために保有している資金であり、運用益は資
産に繰り入れる。

1,650,433
24,403

定期貯金 愛知県信連 本店

25,940,777

定期貯金 愛知県信連 本店

20,498,505

生産者積立準備資産

245,916,975
定期貯金 愛知県信連 本店
定期貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛生産者補給金制度の定めた使途に充
てるために保有している資金であり、運用益は資
産に繰り入れる。

34,676,360
211,240,615

目
金

科

額

場所・物量等

使用目的等

（単位：円）
金 額

特別の積立資産

定期貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛生産者補給金制度の定めた使途に充
てるために保有している資金であり、運用益は資
産に繰り入れる。

2,592,719

運営準備資産

定期貯金 愛知県信連 本店

肉用子牛事業の定めた使途に充てるために保有
している資金であり、運用益は肉用子牛事業に
使用している。

18,241,807

定期貯金 愛知県信連 本店

正会員４団体からの寄託金であり、運用益を肉用
子牛生産者補給金制度事業に使用している。

寄託金資産

228,500,000
投資有価証券 大和証券 名古屋支店
東京都公債
あいち県民債
大阪府公債
なごやか市民債5年
大阪市公債
横浜市ハマ債5
相模原市債
岡山県公債

236,840
139,944,000
4,000,000
16,000,000
18,000,000
19,988,000
1,500,000
15,000,000
13,831,160

肉用子牛資産

72,500,000
定期貯金 愛知県信連 本店

公１の公益目的保有財産であり、運用益を肉用
子牛生産者補給金制度事業に使用している。

投資有価証券 大和証券 名古屋支店
大阪府公債
10年国債
大阪市公債
海外悪性伝染病対策
支援資産

定期貯金 愛知県信連 本店

運営基盤強化基金資産

寄託金資産
定期貯金 愛知県信連 本店

7,000,000
24,997,500
39,976,000
海外悪性伝染病が発生した場合の協会独自事
業のための財産であり、運用益は公３の事業に
使用している。

4,825,553,000
普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所
普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所
普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

肉用牛肥育経営安定特別対策事業の定めた使
途に充てるために保有している資金である。決済
専用無利息型普通預金のため、運用益は発生し
ない。

高橋養鶏賞顕彰事業
普通貯金 愛知県信連 本店

負債勘定返戻引当資産

高橋養鶏賞顕彰事業の定めた使途に充てるため
に保有している資金であり、運用益は高橋養鶏
賞顕彰業に使用している。

6,900,000
284,408

畜産会館の補修、建替え時の財源とするために
積み立てた資産であり、運用益は畜産会館管理
事業に使用している。

57,405,000

定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

畜産会館入居団体が退館する際に、分担拠出
金を返却するために保有している資金であり、運
用益は畜産会館管理事業に使用している。

850,000

定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所

大津橋ビルの改築、補修時の財源とするために
積み立てた資産であり、運用益は大津橋ビル勘
定事業に使用している。

27,150,000
定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部

保証金返戻準備資産

442,035,400

定期預金 三井住友信託銀行 名古屋営業部

大津橋ビル改築補修
積立資産

633,375,000
3,750,142,600

7,184,408
定期貯金 愛知県信連 本店

会館補修引当資産

10,950,000
10,000,000
30,000,000

肉用牛肥育経営安定

基金資産

10,000,000
50,950,000

正会員13団体からの寄託金であり、運用益を家
畜防疫のために使用している。

投資有価証券 大和証券 名古屋支店
なごやか市民債5年
なごやか市民債5年

特別基金資産

526,500

定期預金 三井住友銀行 名古屋栄支店

大津橋ビル入居者が退出する際に、保証金を返
却するために保有している資金であり、運用益は
大津橋ビル勘定事業に使用している。

特定資産合計

9,750,000
17,400,000
3,000,000
5,641,028,485

(3)その他固定資産
土

地

名古屋市中区丸の内三丁目４番１０号
大津橋ビル612.49平米×3/10の持分

建

物

名古屋市中区丸の内三丁目４番１０号
鉄骨鉄筋コンクリート大津橋ビル
地下１階付６階建て3178.38平米×3/10の持分

構

築

物

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益
事業等、管理業務で使用している共用資産であ
る。

9,776,623

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益
事業等、管理業務で使用している共用資産であ
る。

29,830,161

収益事業等で使用している。

2,640

目
金

科

額

場所・物量等

使用目的等

什 器 備 品

10,557,889
パソコン、電話設備他

パソコン、レーザープリンタ他

公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益
事業等、管理業務で使用している共用資産であ
る。
公益目的保有財産であり、肉用子牛生産者補給
金制度にかかる事業に使用している。

パソコン、書類保存用棚一式

公益目的保有財産であり、肉用牛肥育経営安定
特別対策事業に使用している。

冷蔵庫他

収益事業等で使用している。

子牛補給金システム拡張機能開発他

公益目的保有財産であり、肉用子牛生産者補給
金制度にかかる事業に使用している。
公益目的保有財産であり、肉用牛肥育経営安定
特別対策事業に使用している。

ソフトウェア

3,221,400
1,184,535
450,122

５回線

１回線及び大津橋ビルについての3/10の持分

保

証

金

寄

託

金

577,430
591,300
486,649

電話加入権
公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益
事業等、管理業務で使用している共用資産であ
る。

362,984

収益事業等で使用している。

123,665

収益事業会計資産
(一社)愛知県養豚協会

外部出資金

愛知県信用農業協同組合連合会

外部拠出金

（公社）中央畜産会積立金

長期預け金

(一社)全国肉用牛振興基金協会

長期前払費用

都築電気株式会社

出

5,701,832

1,168,730

マル緊システム

拠

（単位：円）
金 額

金

繰延税金資産（固定）

3,600,000
400,000
10,000
900,000
4,500,000

レーザープリンタ保守料金

61,965

収益事業会計資産

41,300,000

収益事業会計資産

17,406,129
△ 9,080,073

什器備品減価償却累計額（△）

大津橋ビル勘定

収益事業会計の調整勘定

その他固定資産合計

△ 117,196
110,803,517

固定資産合計

5,751,832,002

資 産 合 計

5,965,170,736

Ⅱ負 債 の 部
1.流 動 負 債
雑負債
未

払

預

り

公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人
会計の未払金

金
金
社会保険料
雇用保険料
事業費

事務手数料預り金
仮

受

被保険者負担分
被保険者負担分
家畜生産農場清浄化対策支援事業補助金返還金

292,665
90,189
2,471
200,005

肉用牛肥育経営安定特別対策事業事務手数料

2,844,000

金

69,276,475
事業加入生産者からの積立金

肉用子牛生産者補給金制度生産者負担金等
肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金等

賞与引当金
未払法人税
未払消費税
流 動 負 債合計

23,439,076

職員５名に対する賞与引当金

5,632,475
63,644,000
2,377,443
68,500
1,696,500
99,994,659

科

目
金

額

場所・物量等

2.固 定 負 債
保 証 金

使用目的等

（単位：円）
金 額

大津橋ビル入居者の退出に備えたもの

4,351,260

分担拠出金

畜産会館入居団体の退館に備えたもの

850,000

拠 出 金

収益事業会計

基 金

41,300,000
279,450,000

肉用子牛寄託金

正会員４団体からの寄託金

228,500,000

運営基盤強化基金預り寄託金

正会員13団体からの寄託金

50,950,000

肉用子牛生産者積立金

生産者の補給金交付に備えたもの

48,114,118

肉用子牛生産者積立準備金

生産者積立金の繰入に備えたもの

245,916,975

生産者積立金

5,122,176,812

県

211,240,615

生産者

34,676,360

肉用子牛特別の積立金

生産者の補給金交付に備えたもの

2,592,719

肉用牛肥育経営安定特別基金

生産者の補填金交付に備えたもの

4,825,553,000

退職給付引当金

職員3名の退職に備えたもの

会館補修引当金

畜産会館の補修、建替えに備えたもの

57,405,000

大津橋ビル改築補修引当金

大津橋ビルの改築、補修に備えたもの

27,150,000

準備積立金

121,714,947
37,159,947

固 定 負 債合計

5,569,843,019

負 債 合 計

5,669,837,678

正 味 財 産

295,333,058

