
（単位：円）

使用目的等 金額

（流動資産）

運転資金 32,281,215
運転資金 15,955,828
農業経営高度化促進事業の農地賃借料一括
前払の財源

58,413,660

旧鉱物採掘区域災害復旧事業資金 153,782
就農支援資金借入金への償還財源 3,346,748
県への補助金償還財源 3,000

用地売渡未収金 機構特例事業の用地売渡代金の未収分であ
る

2,019,961

用地割賦売渡未収金 機構特例事業の用地割賦売渡代金の未収分
である

1,000,000

用地賃借料未収金 農地中間管理事業の用地賃借料の未収分で
ある

541,804

就農支援資金貸付金
未収金

就農促進事業の就農支援資金貸付金償還金
の未収分である

108,270

未収利息外 120,782
就農促進事業による就農支援資金の貸付金 1,797,525
ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ未経過ﾘｰｽ料外 140,772
農地中間管理機構特例事業等の農地売買事
業における買入農地の保有額等

57,442,978

旧農地保有合理化事業の農地賃貸借事業に
おける前払用地賃借料の保有額

888,565

債権の回収不能に係る損失に充てるために
備えたもの

△ 1,172,234

173,042,656

（固定資産）

基本財産

大和証券福島支店 51,000,000

特定資産

東邦銀行県庁支店 1,172,234

東邦銀行県庁支店 204,478

東邦銀行県庁支店 15,743,493

大和証券福島支店 80,000,000

東邦銀行県庁支店 42,850,231
その他固定資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業を
行う事務室の間仕切り費用である

1

218,985
335,166

公益目的保有財産であり、公益目的事業を
行う事務室で使用している

55

用地賃借料長期未収
金

公益目的保有財産であり、旧農地保有合理
化事業等の用地賃借料の未収分である

580,740

中山間農作業貸付金
長期未収金

公益目的保有財産であり、旧農地保有合理化事
業の中山間農作業貸付金償還金の未収分である

2,010,000

就農支援資金貸付金
長期未収金

公益目的保有財産であり、就農促進事業の
就農支援資金貸付金償還金の未収分である

1,282,000

経営開始支援資金貸
付金長期未収金

公益目的保有財産であり、就農促進事業の経営
開始支援資金貸付金償還金の未収分である

3,895,530

前払費用

満期保有目的で保有している国債であり、
特定鉱害復旧事業の財源として使用してい
る

特定鉱害復旧事業の運営に必要な預金であ
り、運用益を特定鉱害復旧事業の財源とし
て使用している

定期預金

第10　　財    産    目    録
令和２年３月31日現在

就農支援資金貸付金

場所・物量等

経営開始支援資金 ふくしま未来農業協同組合

東邦銀行県庁支店
ふくしま未来農業協同組合

貸借対照表科目

大和証券福島支店外

東邦銀行県庁支店普通預金

就農支援資金

ふくしま未来農業協同組合

事業未収金

未収金

前払用地賃借料

貸倒引当資産

地方債

籾摺り機

事務室間仕切り

定期預金

定期預金

定期預金

ﾄﾗｸﾀｰ

貸倒引当金

特定鉱害復旧事業等基金
引当資産

利付国債

長期未収金

機械及び装置

用地賃借料減額請求による損失に充てるた
めに積み立てている預金である

債権の回収不能に係る損失に充てるために
積み立てている預金である

職員の退職金支払いの財源として積み立て
ている預金である

公益目的保有財産であり、担い手育成営農
支援リース事業に使用している

建物附属設備

ふくしま未来農業協同組合

ﾗｸｽ外

投資有価証券

用地賃借料減額引当資産

退職給付引当資産

流動資産合計

満期保有目的で保有している地方債であ
り、運用益を管理費の財源として使用して
いる

机・ﾛｯｶｰ等工具器具備品

機構特例事業等用地
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使用目的等 金額場所・物量等貸借対照表科目
農業次世代人材投資
資金長期未収金

公益目的保有財産であり、就農促進事業の農業
次世代人材投資資金交付金返還金の未収分であ
る

490,000

その他長期未収金 公益目的保有財産であり、農地中間管理事業の
用地賃借料の手数料の未収分である

4,000

公益目的保有財産であり、就農促進事業に
よる就農支援資金の貸付金である

4,375,830

公益目的保有財産であり、公益法人会計ソ
フトの購入費である

480,375

公益目的保有財産であり、旧農地保有合理化事
業に係る前払用地賃借料の保有額である

1,655,752

公益目的保有財産であり、旧農地保有合理
化事業に係る債務保証事業の出資金である

350,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業を
行う書庫用事務室借入れにかかる敷金であ
る

80,000

固定資産合計 206,728,870

　　資産合計 379,771,526

（流動負債）

用地賃借料未払金 農地中間管理事業の用地賃借料の未払金で
ある

163,332

特定鉱害復旧事業費
未払金

特定鉱害復旧事業に対する工事代未払金で
ある

3,114,879

超過勤務手当・社会保険料外 15,055,419
社会保険・所得税外 2,430,874
東京電力ホールデングス株式会社からの損
害賠償金

1,695,730

農業経営高度化促進事業の農地賃借料一括
前払の財源として使用している

7,439,640

農地中間管理機構特例事業等の農地買入・
借入資金の財源として使用している

15,874,292

公社の運営に要する資金の財源として使用
している

2,452,000

就農促進事業の就農支援資金貸付事業の貸
付けした財源として使用している

2,876,760

流動負債合計 51,102,926

（固定負債）

農業経営高度化促進事業の農地賃借料一括
前払の財源として使用している

50,974,020

長期未払金 農業次世代人材投資資金交付金返還金 490,000
長期前受収益 東京電力ホールデングス株式会社からの損

害賠償金
5,652,433

農地中間管理機構特例事業等の農地買入資
金の財源として使用している

7,963,040

農地中間管理機構特例事業等の農地買入・
借入資金の財源として使用している

27,752,462

公社の運営に要する資金の財源として使用
している

31,876,000

就農促進事業の就農支援資金貸付事業の貸
付けした財源として使用している

7,563,625

就農促進事業の経営開始支援資金貸付金見
合額として管理している

3,898,530

就農促進事業の就農支援資金貸付事業に係る貸
倒償却財源の受取利息相当額を管理している

469,988

職員に対する退職金の支払いに備えたもの 36,642,558
用地賃借料減額請求による損失に充てるた
めに備えたもの

204,478

特定鉱害復旧事業の運営に必要な財源であ
る

95,897,275

固定負債合計 269,384,409

　　負債合計 320,487,335

　　正味財産 59,284,191

ふくしま未来農業協同組合

全国農地保有合理化協会

福島県

ふくしま未来農業協同組合

会計ソフト

未払金

前払用地長期賃借料

ソフトウェア

長期借入金 東邦銀行県庁支店

福島県

職員

差入保証金 髙橋正

独立行政法人石油天然ガ
ス・金属鉱物資源機構、福
島県

特定鉱害復旧事業等基金

前受賃借料

就農支援資金借入金

経営開始支援貸付事業資
金
就農支援貸付事業資金

用地賃借料減額引当金

退職給付引当金

預り金

就農支援資金長期貸付金

事業未払金

職員外

職員

いわき市

出資金 全国農地保有合理化協会

一年以内支払予定前受賃
借料

ふくしま未来農業協同組合

福島県

一年以内返済予定長期借
入金

一年以内返済予定就農支
援資金借入金

前受収益

全国農地保有合理化協会

福島県

福島県
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