
６　財　　産　　目　　録

(単位：円)

場　所　・　物　量　等 使　　　用　　　目　　　的　　　等 当 年 度

 （流動資産）

 　 預金 136,561,756

　兵庫県信漁連　本店 　運転資金として

　口座番号　０００１６５４ 5,792,769

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２０００５ 7,197,619

口座番号　７０２１３３８ 121,989,419

口座番号　７０４８３７２ 1,570,443

　三井住友銀行　明石支店

口座番号　７０２７７０８ 11,506

    未収金 　兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター 　平成２８年度受託料 28,440,000

    前払金 239,238
　北関西情報通信(株) 　次年度プロバイダ料金 1,998
　全国共済水産業協同組合連合会兵庫県事務所 　次年度保険料 161,640

　(株)ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 　次年度給与計算ｿﾌﾄ「給与奉行i10」年間保守管理料 75,600

165,240,994

（固定資産）

 基本財産 3,118,860,232

    土　　　地 714,374,232

　淡路事業場用地 　公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営事業に使用している。 273,636,676

　　　７，３１４．６６㎡　淡路市佐野新島3-1

　明石事業場及び兵庫のり研究所用地 　明石事業場管理運営事業並びにのり研究所運営事業に共用している。 440,737,556
　　　６，１０１．７６㎡　明石市二見町南二見22-33 　明石事業場用地は公益目的事業財産である。

　兵庫のり研究所は公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する
財産である。

　　投資有価証券 　債券の種類 2,404,486,000

　ｵﾗﾝﾀﾞ治水金融公庫債FR3312　2033/12/15 　公益目的保有財産であり運用益は公益目的事業の財源として使用している。

　ｵﾗﾝﾀﾞ治水金融公庫債FR3312　2033/12/15

　ROYAL BK SCOT FR (FR2509) 2025/09/02

　ノムラヨーロッパファイナンスNV　２３２００

　ドイツ連邦復興金融公庫債　2032/03/04

　スウェーデン輸出信用銀行　2032/09/27

　第１４３回２０年国債

　第１０回３０年国債

　DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/17

　MUNICIPALITY　FR　2025/03/17

　第１１５回大阪府公募公債

　平成２６年度第１８回兵庫県公募公債

　ノルウェー地方金融公社　2025/03/17

　JP MORGAN FR　2030/03/26

　JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ  0517　2025/03/24

　JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8359　2025/03/24

　JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8360　2025/03/24

  ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV44148

  ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV44149

  ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行債　2025/03/26

  ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行債　2020/03/26

  ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行債　2020/11/05

平成２９年３月３１日 現在

貸　借　対　照　表　科　目

     流動資産合計
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(単位：円)

場　所　・　物　量　等 使　　　用　　　目　　　的　　　等 当 年 度

  　特定資産 　　建　　　物 160,505,800

　明石事業場 　公益目的保有財産であり、明石事業場管理運営事業に使用している。 16,281,216

　　１，０８０．００㎡　明石市二見町南二見22-33

　淡路事業場 　公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営事業に使用している。 91,860,827

　　  　９３５．３５㎡　淡路市佐野新島3-1

　赤穂事業場 　公益目的保有財産であり、赤穂事業場管理運営事業に使用している。 17,120,787

　  　　１２４．６３㎡　赤穂市加里屋1060-7

　兵庫のり研究所 35,242,970

　　２，１３１．００㎡　明石市二見町南二見22-33

　　什器備品 1,126,351

　明石事業場 　公益目的保有財産であり、明石事業場管理運営事業に使用している。 428,944

　     　種苗移送機

　淡路事業場 　公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営事業に使用している。 697,407

　     　ボイラー

　　退職給付引当資産 　職員16名に対する退職金支払いに備えたものを特定資産として管理している。 142,960,203

投資有価証券  DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26 99,969,592

 JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8376　2025/03/24

       定　期  預  金 24,000,000

　三井住友銀行　明石支店

口座番号　１０６２５０１ 24,000,000

       普  通  預  金 18,990,611

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 18,990,611

　兵庫県信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 0

　　建物取得積立資金 　建物取得を目的とした積立資産であり、資産取得資金として管理している。 364,714,721

投資有価証券 SG　ISSUER　FR　2033/09/20 333,967,408

DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26

JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8374　2025/03/24

JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8376　2025/03/24

       普  通  預  金 30,747,313

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 30,747,313

　　車両運搬具取得資金 　車両運搬具の取得を目的とした積立資産であり、資産取得資金として管理している。 5,399,471

       普  通  預  金 5,399,471

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 5,399,471

　兵庫県信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 0

　公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、兵庫
のり研究所事業に使用している。

貸　借　対　照　表　科　目
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(単位：円)

場　所　・　物　量　等 使　　　用　　　目　　　的　　　等 当 年 度

  　特定資産 　　什器備品取得資金 　什器備品の取得を目的とした積立資産であり、資産取得資金として管理している。 151,723,806

投資有価証券  JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8376　2025/03/24 42,369,600

       定　期  預  金 20,000,000

　三井住友銀行　明石支店
口座番号　１０６２５０１ 20,000,000

       普  通  預  金 89,354,206

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 33,706,111

　兵庫県信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 55,648,095

　　公益目的事業資金 　公益目的保有財産であり、公益目的事業に供する資金として保有している。 14,517,600

投資有価証券   ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行　2020/11/05 14,517,600

　　豊かな海づくり資金 324,366,196

投資有価証券 　ドイツ連邦復興金融公庫債　2032/03/04 294,318,000

　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行　2032/03/04

　スウェーデン輸出信用銀行 2032/09/25

　JP MORGAN FR　2030/03/26

　DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26

       普  通  預  金 30,048,196

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 10,610,612

　兵庫県信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 19,437,584

　　収益事業等資金 377,895,396

投資有価証券 　スウェーデン輸出信用銀行　2032/09/27 286,170,800

　JP MORGAN FR　2030/03/26

　DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26

  ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行　2020/11/05

       定　期  預  金 81,000,000

　三井住友銀行　明石支店
口座番号　１０６２５０１ 81,000,000

       普  通  預  金 10,724,596

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 4,172,900

　兵庫県信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 6,551,696

　　経営基盤安定化積立資金 （運用財産額確保資金） 　経営基盤安定化積立資金は特定費用準備資金として管理している。 16,574,000

       普  通  預  金 16,574,000

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 16,574,000

　　計画修繕積立資金 19,200,000

       普  通  預  金 19,200,000

　みなと銀行　土山支店 　同資金は修繕計画を策定した協会所有施設の修繕等に使用する。

口座番号　７０２１３３８ 19,200,000

     特定資産合計 1,578,983,544

貸　借　対　照　表　科　目

　公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、法人
会計に充当するための資金として保有している。

　公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、収益
事業等会計に充当するための資金として保有している。

　普通預金を除く資金については公益目的事業を支える収益事業等財産として管理しており２
号財産に該当する控除対象財産となっている。

　計画修繕を実施し、良好な施設の維持を図ることを目的としており、資産取得資金として管理
している。

　投資有価証券の運用収入により協会直営事業を行っているため、運用財産額の確保は最重
要事項であり、債券の償還時に発生した償還損の補填財源確保を図るための資金である。
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(単位：円)

場　所　・　物　量　等 使　　　用　　　目　　　的　　　等 当 年 度

  その他固定資産 15,729,985

      車両運搬具 2,250,141

　トラック（トヨタ自動車）　車両番号：神戸400ぬ4201 　公益目的保有財産であり各事業に使用している。 1

　トラック（トヨタ自動車）　車両番号：姫路400て 943                                同 2,250,140

      什器備品 12,910,844

　明 石 事 業 場  　什器備品 　公益目的保有財産であり各事業場管理運営事業の什器備品として使用している。 6,501,510

　淡 路 事 業 場  　什器備品 4,307,451

　赤 穂 事 業 場　  什器備品 2,101,869
　兵庫のり研究所　什器備品 　兵庫のり研究所の什器備品として使用しており、建物と同様の財産である。 14

      差入保証金 対象物件 569,000

　　エクシード（香美町） 100,000

　　ディジーハウス（播磨町） 50,000

　　フォーレスイン西島（明石市） 50,000

　　ベルドミール（香美町） 159,000

　　M'sステーションプラザ（明石市） 30,000

　　コーポＭＫ西川（香美町） 100,000

　　アパートメントなかまつ（香美町） 80,000

     固定資産合計 4,713,573,761

     資産合計 4,878,814,755

 （流動負債）      未払金 下記事業に対する未払額 20,968,412

　　兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費 4,072,305

　　但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費 9,807,127

　　但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ運営補完事業費 210,654

　　明石事業場管理運営費 584,603

　　淡路事業場管理運営費 626,759

　　赤穂事業場管理運営費 15,767

　　大型種苗中間育成受託事業費 842,220

　　放流種苗量産試験事業費 1,098,144

　　二枚貝類増殖技術開発共同研究事業費 6,048

　　海洋保全事業費 250,000

　　漁業操業安全等対策事業費 675,000

　　共通（公益・収益等） 193,195

　　管理費 988,190

　　什器備品購入支出 1,598,400

     未払消費税 　　平成28年度確定消費税額 5,349,600

     預り金 974,006

　　健康保険料・厚生年金保険料 　H29.3月分 62,132

　　雇用保険料 　H29.3月分 17,596

　　源泉所得税 　H29.3月分 318,278

　　住民税 　H29.3月分 576,000
     賞与引当金 職員に対するもの 　職員24名の６月支給期末手当等の支払いに備えたもの 14,600,490

     流動負債合計 41,892,508
 （固定負債） 　　　退職給付引当金 職員に対するもの 　職員16名に退職金の支払いに備えたもの 169,054,192

     固定負債合計 169,054,192

     負債合計 210,946,700

     正味財産合計 4,667,868,055

　公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、職員
が人事発令に伴う住居を転居した際の移転先住居敷金を差入保証金としている。

貸　借　対　照　表　科　目
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