
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

普通預金 兵庫県信連本店#0005761 運転資金として 21,061,529

兵庫県信連本店#6039456 3,835,143

兵庫県信連本店#6037064 53,600

兵庫県信連本店#6036937 227,315

兵庫県信連本店#6040879 135,000

兵庫六甲農協神戸元町出張所#0017343 2,304,522

みずほ銀行神戸支店#1203369 62,263

三井住友銀行兵庫県庁出張所#1024917 972,285

三井住友銀行神戸営業部#9251377 96,661

三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部#8741613 321,050

三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部#8742140 145,019

三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部#8741605 175,457

兵庫県信連本店(新マルキン)#0000067 肉用牛肥育経営安定交付金制度における平成３１年 8,042,750

度生産者積立金として前受した資金

兵庫県信連本店#6037064 肉用子牛生産者補給金制度における平成３１年度生 205,100

兵庫県信連本店#6040625 産者積立金として前受した資金 300

小計 37,637,994

定期預金 兵庫県信連本店#93764320 運転資金として 454,913

兵庫県信連本店#93753649 1,201,141

兵庫六甲農協神戸元町出張所#77505679 3,565,493

兵庫六甲農協神戸元町出張所#69943090 1,030,674

三井住友信託銀行大阪中央支店 10,248,411

小計 16,500,632

貸借対照表科目

財産目録
平成31年3月31日現在



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

未収金 受取補助金等 兵庫県 922,500

独立行政法人農畜産業振興機構 28,152,929

公益社団法人中央畜産会 3,385,509

公益財団法人畜産近代化リース協会 36,000

家畜衛生対策推進協議会 1,171,200

受取生産者積立金等 肥育肉用牛価格安定対策事業生産者積立金 2,170,750

受取事業収益等 地域肉用牛振興事業 74,000

肥育肉用牛価格安定対策事業 4,500

肉豚価格安定対策事業 100,000

小計 36,017,388

流動資産合計 90,156,014

（固定資産）

特定資産

運営基金資産 兵庫県信連本店 肥育肉用牛価格安定対策事業の運営基金とすること 168,000,000

三井住友信託銀行大阪中央支店 を指定して拠出された資産 27,730,000

兵庫県信連本店 肉用子牛生産者補給金制度の運営基金とすることを 3,210,000

三井住友信託銀行大阪中央支店 指定して拠出された資産 28,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行大阪法人営業部 50,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行大阪法人営業部 790,000

三菱ＵＦＪ信託銀行大阪法人営業部 18,900,000

兵庫県信連本店 ブロイラー価格安定対策事業の運営基金とすること 161,100,000

を指定して拠出された資産

三菱ＵＦＪ信託銀行大阪法人営業部 衛生指導業務の運営基金とすることを指定して拠出 10,200,000

みずほ信託銀行神戸支店 された資産 10,000,000

三井住友信託銀行大阪中央支店 10,000,000

小計 487,930,000



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

生産者積立資産 兵庫県信連本店#6040625 肉用子牛生産者補給金の交付に充てるため、国、県 49,443,914

兵庫県信連本店#6039888 及び生産者により造成した資産 62,000

兵庫県信連本店#0002944 9,924,656

兵庫県信連本店#6039684 14,964,855

小計 74,395,425

生産者積立準備資産 兵庫県信連本店定期預金 生産者積立資産を造成するための準備資産 258,395,434

兵庫県信連本店#6037064 107,891,913

小計 366,287,347

特別の積立資産 兵庫県信連本店定期預金 子牛価格の異常低落時に対処するために造成した資 129,441,860

兵庫県信連本店#0008038 産 8,287,023

三井住友信託銀行大阪中央支店 10,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行大阪法人営業部 35,000,000

小計 182,728,883

調整積立資産 兵庫県信連本店定期預金 生産者積立金等の不足時に対処するための資産 1,208,050

小計 1,208,050

肥育安定基金資産 兵庫県信連本店(肉専用種積立金)#0000119 肉用牛肥育経営の安定を図るため、生産者の積立金 319,254,143

兵庫県信連本店(交雑種積立金)#0000108 と国の補助金により造成した資産 150,876,808

兵庫県信連本店(乳用種積立金)#0000120 29,683,145

兵庫県信連本店(肉専用種補助金)#0000216 888,097,630

兵庫県信連本店(交雑種補助金)#0000205 407,136,370

兵庫県信連本店(乳用種補助金)#0000197 80,266,597

兵庫県信連本店#6040879 34,319,910

小計 1,909,634,603



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

退職給付引当資産 兵庫県信連本店#0005772 3,244,786

三井住友信託銀行大阪中央支店 423,375

三井住友信託銀行大阪中央支店 5,774,133

三井住友信託銀行神戸支店 1,793,023

三井住友信託銀行神戸支店 15,738,767

小計 26,974,084

その他固定資産 外部出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会 2,075,000

一般社団法人全国肉用牛振興基金協会 5,800,000

小計 7,875,000

固定資産合計 3,057,033,392

　　資産合計 3,147,189,406

（流動負債）

未払金 事業費を国庫へ返還 牛疾病検査円滑化推進対策事業 19,000

事業費の未払い分 地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業 16,209,146

肉用牛経営安定対策補完事業（災害緊急支援） 790,000

酪農経営体生産性向上緊急対策事業 4,650

酪農労働省力化推進施設等緊急整備事業 4,767

肉用牛肥育経営安定特別対策事業 2,578,600

肉用牛肥育経営安定交付金制度(機構事務費） 915,896

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（事務費） 131,934

肉用牛肥育経営安定交付金制度（事務費） 9,053

肥育肉用牛価格安定対策事業 80,000

肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業 204,716

肉用子牛生産者補給金制度（事務費） 141,917

牛疾病検査円滑化推進対策事業 1,946,960

家畜生産農場清浄化支援対策事業（疾病清浄化対策） 17,359,345

環境保全型畜産確立推進事業 43,956

馬伝染性疾病防疫推進対策事業 10,044

家畜衛生対策事業 100,540



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

管理費の未払い分 社会保険料 1,046,002

労働保険料 37,675

定期健康診断費用 64,614

その他管理費 84,572

消費税の未払い分 703,300

小計 42,486,687

預り金 所得税 職員等の源泉徴収税 152,443

県・市民税 職員の特別徴収税 229,850

社会保険料 職員負担分 1,026,782

雇用保険料 11,648

財形信託 10,000

平成31年度分飼料用稲種子代金 94,736

小計 1,525,459

前受金 平成31年度分生産者積立金 肉用牛肥育経営安定交付金制度生産者積立金 8,042,750

肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金 205,400

平成31年度分地域飼料増産対策受取収益 2,000

小計 8,250,150

流動負債合計 52,262,296

（固定負債）

退職給付引当金 職員に対するもの 職員６名に対する退職金の支払いに備えたもの 26,974,084

小計 26,974,084

固定負債合計 26,974,084

　　負債合計 79,236,380

　　正味財産 3,067,953,026


