
公益社団法人佐賀県畜産協会 （単位：円）

場所・物量等 使用目的 金　　額

資　産　の　部

（流動資産） 現金預金

　　普通預金 47,142,693
佐賀県信連（№0004209） 肉用牛肥育経営安定特別対策事業積立金仮受金 36,698,550
佐賀県信連（№0001857） 肉用子牛生産者補給金制度積立金仮受金 1,015,300

佐賀県信連（№0020036）
公益目的事業及び法人会計の業務に使用する
運転資金

9,080,968

佐賀県信連（№0067504） 公益目的事業の業務に使用する運転資金 152,040
佐賀県信連（№0000973） 家畜防疫互助事業に係る生産者積立金仮受金 8,050
佐賀県信連（№0005149） 馬事畜産振興推進事業に使用する運転資金 100,000
佐賀銀行　（№63014） 公益目的事業の業務に使用する運転資金 87,785

雑資産

　　未収金 31,095,325
（独）農畜産業振興機構 補助事業等に係る精算額ほか 20,615,756
佐賀県 補助事業等に係る精算額ほか 4,216,500
（公社）中央畜産会 　　　　　〃 3,746,692
家畜衛生対策推進協議会 　　　　　〃 526,992
（公財）畜産近代化ﾘｰｽ協会 　　　　　〃 116,000
馬事畜産振興協議会 　　　　　〃 25,000
家畜自衛防疫協会等 予防注射負担金 1,609,453
佐賀県養豚協会ほか 共通経費任意団体等負担分 238,932

　　仮払金 27,431
佐賀税務署 Ｈ28年給与に係る年末調整に伴う超過税額 27,431

78,265,449

（固定資産）

　特定資産 生産者積立資産 21,842,992
佐賀県信連（№12787632） 肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金（黒毛和種） 21,163,797
佐賀県信連（№12787591） 肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金（乳用交雑種） 679,195

生産者積立準備資産 29,144,871
佐賀県信連（№12787665） 肉用子牛生産者補給金制度積立準備金 29,095,071

(普通預金) 佐賀県信連（№0005268） 肉用子牛生産者補給金制度積立準備金返還先不明分 49,800

特別の積立資産 2,031,296

佐賀県信連（№12787825）
肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金等への
繰入又は借入金の償還財源（乳用種）

51,660

佐賀県信連（№12787803）
肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金等への
繰入又は借入金の償還財源（交雑種）

1,979,636

償還円滑化積立資産 10,314,333

佐賀県信連（№12787773）
肉用子牛生産者補給金制度の生産者補給金交付の
ための借入金の償還財源（黒毛和種）

10,121,080

佐賀県信連（№12787762）
肉用子牛生産者補給金制度の生産者補給金交付の
ための借入金の償還財源（乳用交雑種）

193,253

調整積立資産 33,428,147

佐賀県信連（№12787502）
肉用子牛生産者補給金制度事業の円滑な業務運営
財源として備えたもの

23,428,147

(普通預金) 佐賀県信連（№0020036）
肉用子牛生産者補給金制度事業の円滑な業務運営
財源として備えたもの

10,000,000

減価償却引当資産 720,205
佐賀県信連（№12787870） 情報機器更新費用に備えたもの 720,205

什器備品購入運用引当資産 4,000,000

佐賀県信連（№12787858）
什器備品の購入・運用等に係る財源として
備えたもの

4,000,000

肥育安定基金資産 1,221,810,398

佐賀県信連（№12787740）
肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る肥育牛
補填金交付財源（肉専用種）

1,153,580,883

佐賀県信連（№12787698）
肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る肥育牛
補填金交付財源（乳用種）

10,587,771

佐賀県信連（№12787728）
肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る肥育牛
補填金交付財源（交雑種）

57,641,744

衛生事故対策資産 4,708,000
佐賀県信連（№12787836） 予防注射事故手当金として備えたもの 4,708,000

入会預り金資産 160,788,000

佐賀県信連（№12788011） 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 125,800,000

佐賀県信連（№12787977） 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 34,988,000

退職給付引当資産 23,137,880

佐賀県信連（№12787900） 職員の退職金の支払いに備えたもの 22,689,140
佐賀県信連（№12787922） 職員の退職金の支払いに備えたもの 448,740

1,511,926,122

【流動資産合計】

平成29年3月31日現在

財　　産　　目　　録

貸借対照表科目

特定資産合計



公益社団法人佐賀県畜産協会 （単位：円）

場所・物量等 使用目的 金　　額

平成29年3月31日現在

財　　産　　目　　録

貸借対照表科目

　その他固定資産

電話加入権 76,440
（0952-24-7121ほか） 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している 68,946
　　　　〃 公益目的保有財産であり、その他事業に供している 7,114

　　　　〃 公益目的保有財産であり、管理業務に供している 380

外部出資金 12,280,000

佐賀県信連 外部出資金 6,480,000

（一社）全国肉用牛振興基金協会 外部出資金 4,900,000

（公社）中央畜産会 外部出資金 900,000

12,356,440

1,524,282,562

1,602,548,011

場所・物量等 使用目的 金　　額

負　債　の　部

（流動負債） 雑負債

　未払金 22,712,657

ＪＡ集団等 肉用牛経営安定対策補完事業　奨励金 17,360,000

生産者等 死亡牛処理円滑化推進事業　補助金 624,000

ｾﾝﾄﾗﾙﾌｧ-ﾑ㈱ 生産農場事業ｵｰｴｽｷ-病検査費等補助金 2,900

家畜自衛防疫協会等 予防注射技術料・自防強化費・補助金 850,148

光安商店ほか ワクチン代 2,119,350

協会臨時従業員等 3月　賃金等 949,052

協会職員等 3月　県内旅費 76,100

郵便事業㈱ 資料送付代 89,390

ＪＡ佐賀信連 振込手数料等 37,368

ＪＡさが 副賞代 2,620

㈱ＪＡクリエイト佐賀 事務所移転に係る廃材処分工事費 280,000

㈱ＪＡビバレッジ佐賀 会議用茶代 3,720

佐賀ﾘｺﾋﾟ-ｻ-ﾋﾞｽ㈱ コピ－代 203,043

原田㈱ 事務用品代 109,782

ＮＴＴｺﾐﾆｭｹ-ｼｮﾝｽﾞ 5,184

　預り金 483,615

協会職員等 社会保険料等個人負担分預り 88,101

協会職員等 雇用保険料個人負担分預り 160,749

協会職員等 源泉所得税個人負担分預り 69,665

協会職員等 市町村民税個人負担分預り 165,100

　互助基金積立預り金 8,050

生産者 家畜防疫互助事業に係る生産者積立金仮受金 8,050

　仮受金 38,316,312

農林水産省
事業実績確定による補助金概算額返還金
（死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業）

602,462

子牛事業に係る事務手数料（29年4月分） 263,200

肉用牛肥育経営安定特別対策事業
生産者積立金等（H29.2月分～）

36,698,550

肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金
（H29.1月分～）

752,100

未払消費税 209,200

佐賀税務署 平成28年度消費税 209,200

61,729,834

（固定負債）

入会預り金 160,788,000

協会会員 会員からの預り金 160,788,000

退職給付引当金 23,137,880

退職給付引当金 職員の退職金の支払いに備えたもの 23,137,880

183,925,880

245,655,714

1,356,892,297

その他固定資産合計

【固定資産合計】

【負債合計】

【正味財産】

【資産合計】

貸借対照表科目

生産者

【流動負債合計】

【固定負債合計】


