
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）

　　現金 　小切手　C69197 　契約保証金 267,840

 　 預金 206,350,958

　なぎさ信漁連　本店 　運転資金として

　口座番号　０００１６５４ 411,594

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２０００５ 35,452,157

口座番号　７０２１３３８ 166,159,760

口座番号　７０４８３７２ 4,304,737

　三井住友銀行　明石支店

口座番号　７０２７７０８ 22,710

    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２９年度受託料（但馬栽培漁業センタートイレ改修費） 2,106,000

    未収消費税 　明石税務署 　平成２９年度確定消費税額に伴う還付金 1,554,600

    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

210,518,636

（固定資産）

 基本財産 3,078,679,432

    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 2,164,305,200

　ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23200 　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。

　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

　ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV54586

　BARCLAYS BK FR 2037/11/30

　　普通預金 　なぎさ信漁連　本店 200,000,000

　口座番号　０００１６５４

平成３０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 153,652,860

　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。 14,702,688

　　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。 86,741,755

　　  　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。 18,344,518

　  　　１２４．６３㎡　赤穂市加里屋1060-7

　兵庫のり研究所 33,863,899

　　２，１３１．００㎡　明石市二見町南二見22-33

　　什器備品 597,779

　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。 1

　     　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。 597,778

　     　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。 151,706,538

投資有価証券  DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26 133,495,131

 JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8376　2025/03/24

 第29回兵庫県住宅供給公社債

       定　期  預  金 4,000,000

　三井住友銀行　明石支店

口座番号　１０６２５０１ 4,000,000

       普  通  預  金 14,211,407

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 10,261,466

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 3,949,941

　　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。 364,366,122

投資有価証券 SG　ISSUER　FR　2033/09/20 323,795,869

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 40,570,253

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 14,478,803

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 26,091,450

　　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。 6,149,517

       普  通  預  金 6,149,517

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 1,598,602

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 4,550,915

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、兵庫
のり研究所事業に使用している。
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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。 151,132,877

投資有価証券  JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　8376　2025/03/24 105,531,200

 第29回兵庫県住宅供給公社債

       普  通  預  金 45,601,677

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 15,247,471

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 30,354,206

　　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。 13,061,700

投資有価証券 　ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV54586 13,061,700

　　豊かな海づくり資金 325,286,196

投資有価証券 　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行　2032/03/04 325,238,000

　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 2032/09/25

　JP MORGAN FR　2030/03/26

　DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26

 JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　5136　2027/05/11

       普  通  預  金 48,196

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 48,196

　　収益事業等資金 348,686,496

投資有価証券 　スウェーデン輸出信用銀行　2032/09/27 326,961,900

　JP MORGAN FR　2030/03/26

　DEUTSCHE　BK　FR　2025/03/26

 JPﾓﾙｶﾞﾝｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ　5136　2027/05/11

　ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV54586

       定　期  預  金 21,000,000

　三井住友銀行　明石支店
口座番号　１０６２５０１ 21,000,000

       普  通  預  金 724,596

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 655,929

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 68,667

　　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。 33,148,000

       普  通  預  金 33,148,000

　みなと銀行　土山支店

口座番号　７０２１３３８ 16,574,000

　なぎさ信漁連　本店

　口座番号　０００１６５４ 16,574,000

　　計画修繕積立資金 28,087,577

       普  通  預  金 28,087,577

　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 28,087,577

     特定資産合計 1,575,875,662

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 15,756,171

      車両運搬具 1,500,095

　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 1,500,094

      什器備品 13,817,076

　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。 5,291,715

　淡 路 事 業 場  　什器備品 5,557,668

　赤 穂 事 業 場　  什器備品 2,967,679
　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 439,000

　　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

　　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） 0 80,000

     固定資産合計 4,670,311,265

     資産合計 4,880,829,901

 （流動負債）      未払金 下記事業に対する未払額 19,998,810

　　兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費 2,169,751

　　但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費 3,146,914

　　明石事業場管理運営費 4,038,701

　　淡路事業場管理運営費 3,711,222

　　赤穂事業場管理運営費 19,735

　　中間育成助成事業費 2,700

　　大型種苗中間育成受託事業費 838,747

　　放流種苗量産試験事業費 388,141

　　共通（公益目的事業会計） 2,270,120

　　共通（収益事業等会計） 7,754

　　管理費 723,709

　　什器備品購入支出 2,681,316

     預り金 4,084,658

　　健康保険料・厚生年金保険料 　H30.3月分 3,305,429

　　雇用保険料 　H29年度個人預かり分 4,329

　　源泉所得税 　H30.3月分 229,800

　　住民税 　H30.3月分 545,100

     預り保証金 　小切手　C69197 　契約保証金 267,840
     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 14,478,843

     流動負債合計 38,830,151
 （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 179,274,988

     固定負債合計 179,274,988

     負債合計 218,105,139

     正味財産合計 4,662,724,762

　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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