
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

（流動資産）現金預金

　　普通預金 1,669,806

佐賀県信連 肉用子牛生産者補給金制度積立金仮受金 1,106,900
佐賀県信連 公益目的事業及び法人会計の業務に使用する運転資金 162,156
佐賀県信連 衛生事業の業務に使用する資金 2
佐賀県信連 衛生事業の業務に使用する資金 130,200
佐賀県信連 馬事畜産振興推進事業に使用する運転資金 126,172
佐賀銀行 公益目的事業の業務に使用する運転資金 144,376

雑資産

　　未収金 99,098,706

農林水産省 補助事業等に係る精算額ほか 310,000

佐賀県 　　　　　〃 12,146,500
（独）農畜産業振興機構 　　　　　〃 71,592,191

（公社）中央畜産会 　　　　　〃 11,084,517

市町（有田町他） 　　　　　〃 1,577,900
（公財）畜産近代化ﾘｰｽ協会 　　　　　〃 59,000

馬事畜産振興協議会 　　　　　〃 71,000

家畜自衛防疫協会等 予防注射負担金 2,070,174

佐賀県養蜂組合 事務費負担分 12,090

佐賀県養鶏協会 委託事業分 175,254

JAビバレッジ 愛飲奨励金 80

仮払金 61,881

任意団体 共通経費負担分 46,773

佐賀県養豚振興協議会 推進事務費負担分 15,108

貯蔵品 1,432

有料道路通行回数券 公益目的事業業務に備えたもの 1,432

100,831,825

（固定資産）

　特定資産 72,070,419

佐賀県信連 肉用子牛生産者補給金制度積立準備金 22,084,012

(普通預金) 佐賀県信連 肉用子牛生産者補給金制度積立準備金 49,986,407

　　（業務対象年間終了に伴う返還分） (49,937,229)

　　（準備金返還不明者分） (49,178)

2,032,004

佐賀県信連
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）

51,677

佐賀県信連
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）

1,980,327

10,317,938

佐賀県信連
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）

10,124,618

佐賀県信連
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）

193,320

34,928,147

佐賀県信連 公益目的事業の円滑な業務運営財源として備えたもの 33,428,147

(普通預金) 佐賀県信連 公益目的事業の円滑な業務運営財源として備えたもの 335,960

(普通預金) 佐賀県信連 公益目的事業の円滑な業務運営財源として備えたもの 1,164,040

720,205

佐賀県信連 情報機器更新費用に備えたもの 720,205

4,000,000

佐賀県信連 什器備品の購入、運用等に係る財源として備えたもの 2,545,240

(普通預金) 佐賀県信連 什器備品の購入、運用等に係る財源として備えたもの 1,454,760

275,864,967

(普通預金) 佐賀県信連 肉用牛肥育経営安定交付金制度に係る交付金交付財源（肉専用種） 262,045,103

(普通預金) 佐賀県信連 肉用牛肥育経営安定交付金制度に係る交付金交付財源（乳用種） 542,152

(普通預金) 佐賀県信連 肉用牛肥育経営安定交付金制度に係る交付金交付財源（交雑種） 13,277,712

5,000,000

佐賀県信連 予防注射事故手当金として備えたもの 4,142,000

(普通預金) 佐賀県信連 予防注射事故手当金として備えたもの 858,000

159,843,000

佐賀県信連 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 124,900,000

佐賀県信連 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している 34,943,000
16,066,930

佐賀県信連 職員の退職金の支払いに備えたもの 14,433,320

(普通預金) 佐賀県信連 職員の退職金の支払いに備えたもの 1,633,610

580,843,610

資　産　の　部

【流動資産合計】

退職給付引当資産

令和２年３月３１日現在
財　　産　　目　　録

貸借対照表科目

特定資産合計

生産者積立準備資産

特別の積立資産

償還円滑化積立資産

調整積立資産

減価償却引当資産

什器備品購入運用引当資産

肥育安定基金資産

衛生事故対策資産

入会預り金資産



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

令和２年３月３１日現在
財　　産　　目　　録

貸借対照表科目

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 57,554

　　　　〃
公益目的事業に必要な財産であり、収益その他事業に
供している

11,768

　　　　〃
公益目的事業に必要な財産であり、法人の運営管理に
供している

7,118

ソフトウェア 1,454,760

勤怠・給与システム
公益目的事業に必要な財産であり、公益目的事業に
供している

727,380

〃
公益目的事業に必要な財産であり、収益その他事業に
供している

363,690

〃
公益目的事業に必要な財産であり、法人の運営管理に
供している

363,690

減価償却累計 △ 290,952

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

13,520,248

594,363,858

695,195,683

場所・物量等 使用目的 金　　額

（流動負債）雑負債

　未払金 76,991,238

ＪＡ等事務委託先 肉用子牛生産者補給金制度事務委託費 208,500

ＪＡ等事務委託先 肉用牛肥育経営安定交付金制度事務委託費 1,043,600

ＪＡ集団等 肉用牛経営安定対策補完事業　奨励金等 32,110,000

生産者等 死亡牛処理円滑化推進事業　補助金 427,500

家畜自衛防疫協会等 予防注射技術料・自防強化費・補助金 1,092,034

光安商店ほか ワクチン代 2,408,197

富田薬品 防疫資材 155,892

佐賀年金事務所 3月　社会保険料（事業主負担分） 0

協会職員 3月　超勤手当 198,438

派遣会社 3月　社員派遣料 336,105

郵便事業㈱ 3月　資料送付代 101,194

ＪＡ佐賀信連 3月　振込手数料等 30,800

ＪＡ佐賀信連 3月　振込手数料等 4,950

佐賀県石油協同組合 3月　燃料代 16,905

ＪＲ九州ﾚﾝﾀｶｰ＆ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ㈱ 3月　レンタカー代 75,384

佐銀ﾘｰｽ㈱ パソコンリース清算金 191,559

ＪＡ佐賀信連 〃　振込手数料 880

佐賀ﾘｺﾋﾟ-ｻ-ﾋﾞｽ㈱ コピ－代、Wi-Fi通信管理、共通サーバー等管理料等 171,820

NTTPCｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 3月　専用回線使用料 5,280

古川総合印刷 PRクリアファイル 127,600

生産者 畜産女性活躍推進研修会等参加旅費 5,680

佐賀県養豚振興協議会 ASF侵入防止対策事業費 38,247,600

ＪＡ佐賀信連 〃　振込手数料 1,320

副島硝子工業 記念品代 30,000

　預り金 172,789

協会職員等 社会保険料等個人負担分預り 66,769

協会職員等 雇用保険料個人負担分預り 106,020

　仮受金 1,590,597
事業実績確定による補助金概算額返還金
（牛疾病検査円滑化推進対策事業）

394,500

事業実績確定による補助金概算額返還金
（家畜生産農場衛生対策事業）

89,197

子牛事業に係る事務手数料（R2年4月分） 243,600

肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金（R2年1～4月分） 863,300

未払消費税 2,041,700

佐賀税務署 令和元年度確定消費税 2,041,700

80,796,324

その他固定資産

負　債　の　部

その他固定資産合計

【固定資産合計】

【資産合計】

貸借対照表科目

生産者

【流動負債合計】

農林水産省



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

令和２年３月３１日現在
財　　産　　目　　録

貸借対照表科目

（固定負債）

入会預り金 159,843,000

協会会員 会員からの預り金 159,843,000

退職給付引当金 16,066,930

退職給付引当金 職員の退職金の支払いに備えたもの 16,066,930

175,909,930

256,706,254

438,489,429【正味財産】

【固定負債合計】

【負債合計】


