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(単位：円）

（流動資産） 現金 現金 運転資金として 5,635,765

協会現金 運転資金として 47,578

普通預金 八十二銀行茅野支店 運転資金として 8,475,038

八十二銀行茅野支店 運転資金として 85,725

八十二銀行茅野支店 運転資金として 185,139

八十二銀行茅野支店 運転資金として 3,130,337

八十二銀行茅野支店 運転資金として 160

農林中金本店 運転資金として 1,144,544

八十二銀行茅野支店 運転資金として 554

信州諏訪農協北部支所 運転資金として 903,714

諏訪信用金庫原支店 運転資金として 0

三菱UFJ信託銀行本店営業部 運転資金として 187,244

八十二銀行茅野支店 運転資金として 0

八十二銀行茅野支店 運転資金として 9,088,424

信州諏訪農協北部支所 運転資金として 1,081,574

郵便貯金 運転資金として 632,297

諏訪信用金庫原支店 運転資金として 428,540

信州諏訪農協原村支所 運転資金として 463,030

八十二銀行茅野支店 運転資金として 0

三菱UFJ信託銀行本店営業部 運転資金として 0

三菱UFJ信託銀行本店営業部 運転資金として 0

農林中金本店 運転資金として 0

定期預金 諏訪信用金庫原支店 運転資金として 2,400,000

未収金 八ヶ岳農林体験学習協議会他 公益事業に係る未収金である。 16,049,065

信州諏訪農協他 収益事業に係る未収金である。 32,240,338

有価証券 信州諏訪農業組合出資金他 公益事業のために保有している。 2,103,000

棚卸資産 家畜、飼料 公益事業に係る棚卸資産である。 14,218,753

乳製品加工品 収益事業に係る棚卸資産である。 10,166,010

短期貸付金 八ヶ岳農林体験学習協議会他 公益事業に係る貸付金である。 4,030,000

前払費用 公益事業会計 公益事業に係る前払費用である。 235,882

収益事業において支出した仮払金である。

112,932,711

（固定資産）

基本財産

土地 長野県諏訪郡原村 （共用財産）

長野県茅野市 うち公益目的保有財産 98.7% 27,717,102

うち管理目的のための財産 1.3% 373,334

定期預金

三菱UFJ信託銀行本店営業部 2,000,000

三菱UFJ信託銀行本店営業部 9,614,970

財　　産　　目　　録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 金額使用目的等

流　動　資　産　合　計

基本財産引当預金
管理目的のための財産であり、運用
益を管理費の財源として使用してい
る。
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貸借対照表科目 場所・物量等 金額使用目的等

39,705,406

特定資産

建物 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 323,223,958

うち公益目的保有財産 99.0%

うち収益事業のために保有する財産 1.0%

建物付属設備 長野県諏訪郡原村17217-118 8,664,054

構築物 長野県諏訪郡原村17217-118 2

機械装置 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 8,090,868

うち公益目的保有財産 76.5%

うち管理目的のための財産 23.5%

車輌運搬具 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 162,605

うち公益目的保有財産 100.0%

うち管理目的のための財産 0.0%

器具備品 長野県諏訪郡原村17217-118 28

寄付金資産 普通預金 143,272

農林中金本店

退職給付引当資産 普通預金八十二銀行茅野支店 596,539

減価償却引当資産 諏訪信用金庫原支店 9,209,696

350,091,022

(単位：円）

その他の固定
資産

建物 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 20,921,707

うち公益目的保有財産 85.2%

うち収益事業のために保有する財産 14.8%

建物付属設備 長野県諏訪郡原村17217-118 2

構築物 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 7,638,737

うち公益目的保有財産 100.0%

うち管理目的のための財産 0.0%

車輌運搬具 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 4,140,885

うち公益目的保有財産 100.0%

うち管理目的のための財産 0.0%

機械装置 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 11,338,272

うち公益目的保有財産 45.2%

うち管理目的のための財産 54.8%

特　定　資　産　合　計

収益事業のために保有する財産であ
る。

収益事業のために保有する財産であ
る。

協会の賛助者から受け入れた寄付に対応す
る財産であり、指定正味財産である。

公益目的保有財産である。

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

役職員11名に対する退職金の支払いに備え
た積立資産である。

将来の設備投資に備えるために積み立てて
いる財産である。

収益事業のために保有する財産であ
る。

金額

基　本　財　産　合　計
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貸借対照表科目 場所・物量等 金額使用目的等

器具備品 長野県諏訪郡原村17217-118 （共用財産） 268,203

うち公益目的保有財産 100.0%

うち管理目的のための財産 0.0%

生物 長野県諏訪郡原村17217-118 公益目的保有財産である。 16,485,607

保証金 東京都中央区日本橋2-1-6 1,000,000

瑞穂会館･東京事務局分

リサイクル券 長野県諏訪郡原村17217-118 98,220

内車庫･各車両

61,891,633

451,688,061

564,620,772

(流動負債）

未払金 信州諏訪農協他 公益事業に係る未払金である。 58,760,893

公益事業会計他 収益事業に係る未払金である。 6,456,417

前受金 平成27年度入学生学費 公益事業に係る前受金である。 37,604,583

預り金 社会保険料、住民税 公益事業に係る預り金である。 771,242

ﾊﾟｰﾄ1名社会保険料 収益事業に係る預り金である。 0

仮受金 収益事業会計、退職職員 公益事業に係る仮受金である。 47,000

短期借入金 諏訪信用金庫原支店他 55,000,000

158,640,135

(固定負債） 退職給付引当金 40,094,477

長期未払金 自動車ローン代金 収益事業に係る長期未払金である。 4,794,598

受入保証金 7,402,716

52,291,791

210,931,926

353,688,846

役職員11名に対する退職金の支払いに備え
たものである。

株式会社地域ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ「茅野まちづ
くり太陽光発電所」貸地・地代保証金

負　　債　　合　　計

長野県茅野市玉川字原山中沢
分地11401番地8,9,10,11

公益目的保有財産である。

「自動車リサイクル法」(2005年1月施行)で
定められた預託証明書

特　定　資　産　合　計

公益事業において管理している借入金であ
る。

正　　味　　財　　産

固　定　資　産　合　計

固　定　負　債　合　計

資　　産　　合　　計

流　動　負　債　合　計
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