
A 020237農民教育協会

                                財   産   目   録

(単位：円）

場所・物量等 使　用　目　的　等 金　　　　　額

（流動資産）
現金預金 　現金手許有高 運転資金として 2,348,980

　普通預金(農林中央金庫大手町営業部） 運転資金として 97,094
　普通預金(農林中央金庫大手町営業部） 運転資金として 12,365
　普通預金(農林中央金庫大手町営業部） 運転資金として 834,454
　普通預金(農林中央金庫大手町営業部） 運転資金として（法人会計） 227,556
　普通預金（常陽銀行内原支店） 運転資金として 12,443,719
　普通預金（常陽銀行内原支店） 運転資金として 9,640
　普通預金（常陽銀行内原支店） 運転資金として 7,418,582
　普通預金（常陽銀行内原支店） 運転資金として（収益事業） 1,342,318
　普通預金（水戸農協内原支店） 運転資金として 1,011,037
　普通預金（水戸農協内原支店） 運転資金として 13,300
　普通預金（水戸農協内原支店） 運転資金として 6,688,442
　普通預金（やさと農協本所） 運転資金として 57,351
　定期貯金（水戸農協内原支店） 運転資金として 10,901
　通常貯金（ゆうちょ銀行） 運転資金として 264,002
　通常貯金（ゆうちょ銀行） 運転資金として（法人会計） 2,837,898
　現金預金合計 35,617,639

未収金
　国際農業者交流協会 公益目的事業・長野ﾌｨﾘﾋﾟﾝ到着時講習委託料 1,778,375
　全農茨城県本部 公益目的事業・生乳外部販売 2,191,779
　美野里酪農業協同組合他 公益目的事業・畜産成牛他外部販売 5,578,000
　茨城県農業経営課 公益目的事業・新規就農支援事業補助金 421,161
　納付金 公益目的事業・平成24年度納付金未回収分 225,050
　食と農のｷﾞｬﾗﾘｰ葵他 公益目的事業・公益目的事業に係わる未収金9件 213,472
　生産者部会 収益事業・食事代 25,250
　未収金合計 10,433,087

短期貸付金 　短期貸付金 公益目的事業・職員に対する貸付金 636,800
棚卸資産 　農産物流通実習施設商品 収益事業販売用棚卸資産 647,057

47,334,583
（固定資産）

　基本財産
　定期預金(農林中央金庫大手町営業部） 運用益を管理費の財源として使用している 10,000,000
　基本財産合計 10,000,000

　特定資産
退職給付引当資産 　普通預金(農林中央金庫大手町営業部） 公益目的事業として管理されている預金 13,158,160
鯉淵学園育英積立資産 　普通預金(農林中央金庫大手町営業部） 公益目的事業として管理されている預金 3,229,438
　　　　　　　〃 　普通預金（水戸農協内原支店） 公益目的事業として管理されている預金 5,590,501
教育施設等整備積立資産 　普通預金(常陽銀行内原支店） 公益目的事業として管理されている預金 14,311,617
鯉淵学園育英積立資産 　定期証書(水戸農業協同組合内原支店） 公益目的事業として管理されている定期証書 10,000,000
　　　　　　　〃 　定期証書(水戸農業協同組合内原支店） 公益目的事業として管理されている定期証書 3,000,000
長期貸付金 　長期貸付金 育英奨学金貸与希望者に対する貸付 12,910,000
建　物 　教室他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 706,094,821
建物附属設備 　高圧受電設備 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 811,344
構築物 　深井戸設備一式他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 3,527,462
車輌運搬具 　トラック他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 134,944
什器備品 　ブドウ防鳥防蛾ネット他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 9,982,430

　特定資産合計 782,750,717

　流　動　資　産　合　計

平成２８年３月３１日現在

貸借対照表科目



場所・物量等 使　用　目　的　等 金　　　　　額
　その他

　固定資産
34,548,427
15,689,216
24,851,835
5,837,031

建物附属設備 　受水槽設備他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 8,172,394
構築物 　合併浄化槽設備一式他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 13,278,816
車輌運搬具 　ホイルローダー他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用 291,089

7,410,667
394,286

長期貸付金 　長期貸付金 公益目的事業・職員に対する貸付金 1,588,000
　その他固定資産合計 112,061,761

904,812,478
　　　　 資　産　合　計 952,147,061
　（流動負債）

未払金 　水戸税務署 公益目的事業・収益事業の消費税納税分 3,295,700
　ｱｰﾑｽﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ 公益目的事業・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新料 360,892
　ｱｸﾃｨ 公益目的事業・家畜治療薬他 180,587
　茨城県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰ 公益目的事業・平成27年度定期水質検査料 354,240
　茨城県酪農業協同組合連合会 公益目的事業・3月分 液体窒素他 144,896
　鹿島ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜﾝ販売 公益目的事業・3月分 飼料代 271,242
　三祐商事 公益目的事業・3月分 飼料牧草代 129,924
　水戸農業協同組合 公益目的事業・3月分 飼料代 405,400
　ｼﾞｪﾑｺ 公益目的事業・3月分 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ他 111,058
　大昭和ｶｰﾍﾟｯﾄ 公益目的事業・防災ｶｰﾃﾝ代 149,580
　鶴田肥料店 公益目的事業・3月分技能研修食材代 158,938
　ﾄﾋﾞﾀ文具 公益目的事業・3月分 ｺﾋﾟｰ用紙他 193,885
　宮崎石油店 公益目的事業・3月分 ガス他代 285,555
　柳川採種 公益目的事業・3月分 種子代他 182,144
　ｱｸｱﾃｸﾉ他 公益目的事業・公益目的業務に使用する小口費用35件 1,235,133
　宮崎石油店 公益目的事業・3月分 寮ﾎﾞｲﾗｰ灯油他代 154,986
　水処理技研東関東 公益目的事業・平成27年度濾過ﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検料 142,560
　菊池設備工業他 公益目的事業・学生寮業務に使用する小口費用6件 253,114
　いこい食堂 公益目的事業・集中実習他弁当代 514,200
　中村屋 公益目的事業・3月分 食材料費 146,320
　ﾌｼﾞﾏｯｸ 生ゴミ処理機 保守点検料他 102,060
　楽農工房他 収益事業・委託販売精算金 1,735,013
　学生 収益事業・傭人料（ﾚｽﾄﾗﾝ・直売所） 58,066
　内田一郎他 収益事業・直売所およびﾚｽﾄﾗﾝ仕入等 897,950
　魚清 公益目的事業・学生食堂業務に使用する小口費用14件 410,261
　水戸南年金事務所他 公益目的事業・健康保険・厚生年金・雇用保険 429,203
　未払金合計 12,302,907

前受金 　入学金(新入生) 平成28年度入学予定者の入学金 11,660,000
　納付金（新入生） 平成28年度入学予定者の納付金 39,653,650
　受講料（研修生） 平成28年度入講予定者の受講料 1,094,350
　前受金合計 52,408,000

預り金 　職員 健康保険、年金、雇用保険、住民税他 1,456,756
　預り金合計 1,456,756

期末勤勉手当 　職員 6月期期末勤勉手当支給に対する引当金 4,914,456
引当金 　期末勤勉手当引当金合計 4,914,456
退職給付金未払金 　退職給付金（2名分） 平成28年度退職予定者への未払金 532,848

　退職給付金未払金合計 532,848
　流動負債合計 71,614,967

　（固定負債） 長期預り金 　長期預り金
公益目的事業において鯉淵学園同窓会より奨学金運用
するための預り金

5,000,000

退職給付引当金 　退職給付引当金 職員に対する退職金支払いに備えた引当金 81,247,453
　退職給付引当金合計 81,247,453

　固定負債合計 86,247,453

157,862,420

794,284,641

（注１）変更申請に伴い土地13,689千円が公益目的事業から収益事業に区分変更されている。

94.9％が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設
に使用している 5.1％を収益事業に使用している

建　物

貸借対照表科目

土地 　477,144 ㎡，水戸市鯉淵町５９６５
68.77％が公益目的保有財産であり公益目的事業の施設
に使用している31.23％を収益事業に使用している

　負　債　合　計

　正　味　財　産

　固　定　資　産　合　計

79.5％が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設
に使用している 20.5％を収益事業に使用している

　食品加工実習室他

什器備品 　実習用備品他


