
（単位：円）

（流動資産）

現金預金 山陰合同銀行鳥取県庁支店

鳥取県信用農業協同組合連合会

鳥取県信用農業協同組合連合会

事業未収金

事業未収金貸倒引当金

未収補助金 就農研修支援事業費補助金

青年就農給付金(準備型)

中海干拓事業費補助金

耕作放棄地再生利用交付金等

就農支援資金償還免除事業費補助金

有価証券 大和証券㈱鳥取支店(追加型公社債投資信託FFF)

大和証券㈱鳥取支店(追加型公社債投資信託MMF)

前払費用 H28労働保険料

手形前払利息

機構保有地研修事業

前払賃借料 特例事業前払賃借料(借入9件、貸付25件)

用地 特例事業用地(倉吉市三江　外13件　53,237㎡)

貸付金 就農支援資金貸付金(54件)

就農支援資金貸付金貸倒引当金

農作業受委託事業貸付金(1件)

中古農機具等

流動資産合計

（固定資産）

基本財産

基本財産引当資産 鳥取県(県債)

山陰合同銀行(定期預金)

特定資産

農業担い手育成基金引当資産 鳥取県(県債)

大和ネクスト銀行(定期預金)

強化基金引当資産 鳥取県信用農業協同組合連合会(定期預金)

大和証券㈱鳥取支店(追加型公社債投資信託MMF)

大和ネクスト銀行(定期預金)

財　産　目　録

　（平成28年3月31日現在）

運転資金として

運転資金として

円滑な新規就農者の確保、早期育成を図るた
めの補助金(鳥取へIJUｱｸﾞﾘｽﾀｰﾄ研修事業)

干拓農地の利活用促進を図り、干拓地営農の
再生を図るための補助金

貸借対照表科目

就農支援資金貸付金の財源、償還免除事業に
係る猶予期間の預り補助金

詳細は別紙補足説明資料「貸借対照表の明細」の
資産の部「２ 事業未収金」とおり

就農支援資金を借受後、一定期間就農した者
の償還金を免除するための補助金

研修に係る費用の立替（第8期仲田研修生）

機構運営のための資金

機構運営のための資金

1,482,046

211,295

89,320,213

231,621

特例事業に係る中間保有

特例事業に係る中間保有

245,934

34,946

就農に向けての実践的な研修、準備を行うため
に必要な経費の貸付

ハウス施設　2棟、トラクター　6台

運用益を管理業務の財源として使用

運用益を公益目的、管理業務の財源として使用

農地中間管理機構の指定を受けるため、鳥取
県より追加出えん。（指定条件は、地方公共団
体が基本財産の額の過半を拠出。）

30,049,487

1,623,318

8,743,339

△ 2,423,168

640,988

1,007,661

18,891,977

17,821,540

11,900,000

11,226,591

△ 6,582,000

2,581,120

189,186,814

2,000,000

運用益を公益目的、管理業務の財源として使用

農用地売買等事業(単独)の借入金の担保とし
て使用

機構運営のための資産

機構運営のための資産

30,000,000

20,000,000

5,000,000

金額使用目的等

10,000

399,000,000

1,000,000

場所・物量等

青年就農給付金(準備型)給付業務に係る事務
補助員のための補助金

883,726

弓浜工区で、花木が山林化し耕作放棄地となっ
ていた農地を、耕作放棄地再生事業を活用し
再生

696,180

認定農業者等に対して農作業受託料相当額の
貸付

600,000



（単位：円）

貸借対照表科目 金額使用目的等場所・物量等

退職給付引当預金 大和ネクスト銀行(定期預金)

その他固定資産

電話加入権 ２回線(本所)

債務保証事業出資金 全国農地保有合理化協会

農業協同組合出資金 鳥取西部農業協同組合

固定資産合計

　　資 産 合 計

（流動負債）

短期借入金 鳥取県信用農業協同組合連合会

事業未払金

その他未払金

前受金 普通預金

預り金 普通預金

預り補助金 普通預金

流動負債合計

（固定負債）

長期借入金 鳥取県

全国農地保有合理化協会

退職給付引当金 職員に対するもの

固定負債合計

　　負 債 合 計

　　正味財産合計

詳細は別紙補足説明資料「貸借対照表の明細」の
負債の部「２ 事業未払金」とおり

詳細は別紙補足説明資料「貸借対照表の明細」の
負債の部「３ その他未払金」とおり

職員２名の退職金支払に備えるもの

非補助事業に対する資金調達が円滑となるよう
全国協会が債務を保証する事業に出資

職員２名の退職金支払に備えるもの

特例事業借入金

鳥取西部農協の組合員になるため出資

職員からの源泉徴収税等の預り

就農支援資金償還免除が確定するまでの補助
金の預り

就農支援資金貸付事業借入金

1,482,046

554,783,234

8,354,113

51,000

39,948,374

29,464,000

350,000

10,000

465,775,113

654,961,927

30,966,488

664,635

8,354,113

60,230,319

100,178,693

231,325

6,353,880長期保有地に係るつなぎ資金

特例事業用地売却代金の前金 250,000

22,412,206



資産の部

２　事業未収金

倉吉市　個別農家

琴浦町　個別農家 　　　〃　　　  (H11～17分滞納、H21～22一部分納し以降滞納）

大山町　個別農家 単年受払貸付料　(H23分滞納)

大山町　個別農家 　　　〃　　　　　　　(H26～27分滞納)

大山町　個別農家 　　　〃　　　　　　　(    　　 〃　　　　)

大山町　個別農家 一時貸付料（経営転換）　(H13分滞納)

岩美町　個別農家 農地中間管理事業用地貸付料　(H27分滞納) ◎

岩美町　個別農家 　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　(　　 〃　　　） ◎

湯梨浜町　個別農家 　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　(　　 〃　　　） ◎

北栄町　個別農家 　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　(　　 〃　　　） ☆

米子市　個別農家 中海干拓地貸付料　(H26分滞納) ☆

米子市　個別農家 中海干拓地水利費負担金　(H26分滞納) ☆

鳥取県知事 担い手業務推進受託料　★（うち法人会計　345,000円） ◎

鳥取県知事 中海干拓地管理受託料 ◎

㈲岡野農場 干拓地水利費負担金（山口花木園） ◎

鳥取県農業会議 共有機器使用料等経費負担 ◎

鳥取県農村青年会議連絡協議会 農村青年会議活動助成金返還 ◎

米子地区農村青年会議連絡協議会 　　　〃 ◎

◎はH28.5までに入金済、☆はH28.8までに入金見込

計 8,743,339 （公益目的事業会計　8,398,339円　　法人会計　345,000円）

156,470

268,819

58,440

75,602

小　　　　　計 6,320,171

8,250

40,245

15,180

39,468

5,251,000

393,145

15,640

小　　　　　計 2,423,168 （事業未収金貸倒引当金に対応）

8,144

5,408

463,064
前払貸付料　(H11～12分滞納、H21～22分納後滞納、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H25.11～再度分納、H26.7以降滞納）

964,502

65,846

748,216

165,900

（単位：円）

相　　　手　　　先 期末残高 摘　　　　　　　　　要

貸 借 対 照 表 の 明 細



負債の部

２　事業未払金

気高地域これからの農業を考える会 青年農業者等研究活動助成金

河原地域の農業振興 　　　　　〃

個別農家　8名 支払賃借料(農地中間管理事業)

個別農家　1名 彦名干拓地整備作業（不法投棄物処理）

個別農家　1名 彦名干拓地耕耘業務

㈲モロユ水道 彦名干拓地ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ修理、給水栓取付

イワタ建設㈱ 耕作放棄地再生工事（米子市富益町）

㈱富ますシルクファーム 　　　　　〃　　　　　　　（　　　 〃　　　　）

米川土地改良区 弓浜干拓地（山口花木園）水利費負担金

職員　4名 3月分時間外手当

職員　2名 3月分賃金

3月分賃金

3月分研修指導費

鳥取年金事務所 3月分社会保険料

鳥取労働局 H27労働保険料

職員　11名 3月分旅費

職員　1名 農事組合法人 かがやき 設立祝品立替

㈱エコービジネス

㈲エイダン事務機 再生紙、3月分複写料

㈱ケー･オウ･エイ 再生紙ほか消耗品、3月分Beat使用料

㈱今井書店 書籍「農地六法」

鳥取県石油協同組合 3月分ｶﾞｿﾘﾝ代

東京印刷㈱ 就農相談会等ﾁﾗｼ

ヤマト運輸㈱ 書類送料

NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ 3月分光ﾌﾟﾚﾐｱﾑ利用料、Fax電話料

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料

NTTdocomo 3月分携帯電話料

鳥取県知事 補助金返還、1～3月分電話料

西部総合事務所

山陰合同銀行鳥取県庁支店 3月分IB基本手数料

鳥取県信用農業協同組合連合会

職員　1名

鳥取市　外7 H27業務委託料(特例事業)

鳥取市　外20 H27業務委託料(農地中間管理事業)

非常勤講師 担い手業務委託料

㈲日本海ﾌﾟﾗｻﾞ VZONE事業部 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ調整料

鳥取税務署 H27消費税

30,966,488 計

50,000 〃

32,400 〃

486,600 〃

810 ﾀｸｼｰ使用料立替 〃

124,000 〃

26,212,967 〃

43,897 下半期電話料 〃

3,564 〃

5,434 就農支援資金事務委託手数料 〃

7,462 〃

36,880 〃

99,669 〃

62,640 〃

2,700 〃

15,653 〃

96,221 〃

30,456 〃

40,701 〃

4,698 〃

319,192 ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙほか消耗品、3月分複写料 ほか 〃

11,787 〃

518,648 〃

〃

137,830 〃

282,554 〃

395,400 研修生（第8期生 1名、第9期生 2名） 〃

120,000 研修指導員（第8期生 1名、第9期生 2名） 〃

52,500 〃

156,470 〃

205,944 〃

88,685 〃

376,920 〃

643,680 〃

50,000 〃

109,406 〃

90,720 〃

（単位：円）

金　　　　額 支　　　払　　　先 内　　　　　　　　訳 摘　　　要

50,000 公益目的事業会計



３　その他未払金

鳥取県知事 暖房加算料、1～3月分電話料(電報)

西部総合事務所

ｻﾝﾖｰﾋﾞﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ㈱ H27清掃料(米子本部)

山陰合同銀行鳥取県庁支店 残高証明書発行手数料

鳥取県信用農業協同組合連合会 残高証明書発行手数料

鳥取税務署 H27消費税

231,325 計

324 〃

432 〃

51,100 〃

30,672 〃

9,654 法人会計

139,143 下半期光熱水費､暖房加算料 〃

（単位：円）

金　　　　額 支　　　払　　　先 内　　　　　　　　訳 備　　　　考


