
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
（流動資産）

現 金 預 金
当座預金 郵便振替口座　1 会員保険活動保険金預り金専用口座 83,410

郵便振替口座　2 災害時等募金活動預り金専用口座 0
普通預金 みずほ銀行銀座支店　1 運転資金口座 8,011,492

みずほ銀行銀座支店　2 運転資金口座（会費入金専用口座） 7,278,515
みずほ銀行銀座支店　3 予備口座 0
楽天銀行オペラ支店 運転資金口座（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ） 3,928,728
楽天銀行ダンス支店 運転資金口座（外国人技能実習生受入事業専用・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ） 34,053,325
農林中央金庫本店　1 運転資金口座 5,713,893
農林中央金庫本店　2 運転資金口座 3,750
三井住友銀行麹町支店 災害時等募金活動預り金専用口座 183

〈現金・預金計〉 59,073,296

未 収 会 費 正会員 平成23年度分　7会員　・　平成24年度分　172会員 5,370,000
ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ倶楽部会員 平成23年度分　1会員　・　平成24年度分　4会員 250,000

〈未収会費計〉 5,620,000

未  収  金 外国人技能実習生受入会員 公2・外国人技能実習生受入事業監理費　11会員 2,564,694
外国人技能実習生農業研修会受講団体 公2・外国人技能実習生農業研修会受講料　2名 20,000
ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ倶楽部交流会出展企業 共・ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ倶楽部交流会出展料　4社 210,000
（一社）ｱｸﾞﾘﾌｭｰﾁｬｰｼﾞｬﾊﾟﾝ他1件 共・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･FAX等委託調査費　2社 356,884
高知県農業会議他2件 公2・講師斡旋活動　講師謝金　3件 270,000
高齢･障害･求職者雇用支援機構他1件 役職員出席諸謝金　2件 30,000
（一社）ｱｸﾞﾘﾌｭｰﾁｬｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 業務委託金（平成24年度下期分） 525,000
ﾌｧｰﾏｰｽﾞ&ｷｯｽﾞﾌｪｽﾀ実行委員会 公1・平成23年度･24年度分運営費等 2,026,675
損害保険ジャパン 公2・外国人技能実習生医療費保険金 31,340
(独)中小企業基盤整備機構 公1・農業法人白書購入代金 12,000

〈未収金合計〉 6,046,593

前  払  金 研修会講師5名 公2・外国人技能実習生農業研修会講師旅費7件 276,100
日本植物防疫協会他5社 公2・新任者基礎研修会テキスト代等6件 170,250

〈前払金合計〉 446,350

仮  払  金 誤出金2件 8,110
〈仮払金合計〉 8,110

        流動資産合計 71,194,349

（固定資産）
特 定 資 産 （定期預金）みずほ銀行麹町支店退職給付引当預金口 職員退職給付引当金見合の引当資産 13,420,622

〈特定資産合計〉 13,420,622

その他の固定資産

器具備品 ｻｰﾊﾞｰ及び電話交換機 公益目的事業の用に供している財産 1,043,490
（減価償却累計額） △ 774,711

〈その他の固定資産合計〉 268,779

        固定資産合計 13,689,401

うち公益目的保有財産 268,779
うち引当資産 13,420,622

資    産    合    計 84,883,750

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

（流動負債）
買  掛  金 外国人技能実習生受入事業通訳2名 公2・外国人技能実習生受入事業通訳費2件 37,000

講演会講師2名 公2・講師斡旋事業による講演料　2件 161,622
(株)丸井工文社 公2・春季ｾﾐﾅｰ資料印刷発送費 463,336

共・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･FAX等委託調査印刷費　3件 472,665
管理・総会等関連資料印刷発送費 301,938

食材提供4社 公1・丸の内ｲﾍﾞﾝﾄ食材費　2件 100,331
公2・春季ｾﾐﾅｰ交流会食材費　2件 25,896

ANA他1社 公益目的事業及び管理目的の業務で発生した役職員旅費のうち航空券代2、3月分 467,440
ヤマト運輸(株) 公益目的事業及び管理目的の業務で発生した宅急便代2、3月分 71,770
全国農業会議所 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所電気水道料3月分 31,327

〈買掛金合計〉 2,133,325

未  払  金 未払謝金源泉税相当分（4名分） 公2・講師斡旋事業講演料・外国人技能実習生受入通訳費の源泉税分　4件 22,584
役職員3名・通訳1名 公2・外国人技能実習生受入事業に係る旅費交通費立替分　9件 127,027
職員1名・研修会講師3名 公2・外国人技能実習生農業研修会に係る旅費交通費立替分　12件 49,924
役職員3名 管理・都内交通費、打合せ食事代等立替金　7件 470,317
BuildersOverseasEmploymentCo.，Ltd　他2社 公2・外国人技能実習生送出し企業管理費　3件 2,819,655
国際研修協力機構 公2・外国人技能実習生受入企業JITCO賛助会費　1件 50,000
エムアイジー(株) 公2・外国人技能実習生着任時送迎費用 207,660
大阪府農業法人協会 公2・近畿ﾌﾞﾛｯｸ農業法人等交流会参加助成費　1件 6,750
東京都農業法人協会 共・加入推進費・組織活動助成費 60,000
ﾌｧｰﾏｰｽﾞ&ｷｯｽﾞﾌｪｽﾀ実行委員会 公1・食と農林漁業の祭典推進委託費のうち、F＆Kﾌｪｽﾀ開催費 420,000
こころとからだの元気プラザ 管理・職員健康診断費 47,146
麹町税務署 未払い消費税 1,313,600

〈未払金合計〉 5,594,663

未 払 費 用 NTT東日本(株)他3社 公益目的事業及び管理目的の業務で発生した電話代2、3月分 132,020
(株)富士ゼロックス他1社 公益目的事業及び管理目的の業務で発生したコピー代3月分 137,416
(株)ネクスウェイ 共・及び管理目的の業務で発生したFAX・ﾒｰﾙ等一斉送信代2、3月分 335,854
日通商事(株) 公益目的事業及び管理目的の業務で使用する事務所備品ﾘｰｽ代3月分 43,722
日本通運(株) 公益目的事業及び管理目的の業務で使用する書類保管料3月分 26,933
マグマックス(株) 公益目的事業及び管理目的の業務で使用する事務所ｻｰﾊﾞｰ保守料3月分 26,250
みずほ銀行(株) 管理・運転資金口座のweb利用手数料3月分 1,050
千代田社会保険事務所 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料2、3月分 841,534

〈未払費用合計〉 1,544,779

前  受  金 外国人技能実習生農業研修会受講管理団体31団体 外国人技能実習生農業研修会研修料35件 2,270,000
農業法人新任者研修受講者13件 農業法人新任者研修費18名分 1,063,400

〈前受金合計〉 3,333,400

預  り  金 役職員他 源泉所得税 304,509
職員 社会保険料・住民税 567,646
会員保険活動預り金1件 共･傷害保険・食品あんしん保険保険料預り分 83,410

〈預り金合計〉 955,565

仮  受  金 外国人技能実習生受入会員 公2・外国人技能実習生受入事業監理費誤入金未精算分　1件 3,000
外国人技能実習生農業研修会受講管理団体 公2・外国人技能実習生農業研修会研修費ｷｬﾝｾﾙによる返金分1件、誤入金未精算分1件 60,000

〈仮受金合計〉 63,000

        流動負債合計 13,624,732
（固定負債）
        退職給付引当金 職員退職給付引当金 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金 13,389,800

〈退職給付引当金合計〉 13,389,800

        固定負債合計 13,389,800

負    債    合    計 27,014,532

正    味    財    産 57,869,218


