
平成２５年度決算

(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　現金 手元保管 504,200

　　　預金 普通預金 運転資金 1,021,004,261

三井住友銀行神戸公務部

普通預金 　 〃 771,044

三井住友銀行兵庫県庁出張所

普通預金 　 〃 4,099,354

兵庫県信用農業協同組合連合会本店

普通預金 　 〃 551,317

但馬銀行福崎支店

普通預金 　 〃 690,236

但馬銀行和田山支店

普通預金 　 〃 12,721,750

但馬銀行緑が丘支店

普通預金 　 〃 822,515

農林中央金庫大阪支店　　　

普通預金 　 〃 2,315,857

三井住友信託銀行大阪本店営業部　　

普通預金 　 〃 748,318

三菱東京ＵＦＪ銀行神戸支店

普通預金 　 〃 13,512

兵庫信用金庫本店営業部

定期預金 　 〃 3,383

三井住友銀行神戸公務部

　　　未収金 兵庫県 補助金、委託金等 973,220,349

市町 補助金、委託金等 2,424,509

その他 工事負担金等 1,864,848

　　　有価証券 兵庫県住宅供給公社債 運転資金 5,113,891

　　　前払費用 工事請負費等 分収造林事業に係る翌年度事業費 11,387,520

保険会社 各種保険料 727,454

　　　前払小作料 小作人 農地保有合理化事業（貸借事業） 6,968,020

51,539.84㎡ に係る小作料の前払額

　　　合理化事業用地 620㎡ 農地保有合理化事業（売買事業） 2,500,000

淡路市谷字大将軍237 に係る販売用地

　　　農村地域産業誘致 51,539.84㎡ 農村地域産業誘致事業に係る販売 1,707,264,628

　　　事業用地 丹波市氷上町石生字梨本2059-5他 用地

　　流動資産合計 3,755,716,966

　２　固定資産

　(１) 特定資産

　　　森林整備関連事業 定期預金 公益目的保有財産であり、運用益 8,940,000

　　　積立資産 三井住友銀行神戸公務部 を森林の育成・整備に関する事業

の財源として使用

森林整備関連事業に係る預り金で 790,000

あり、運用益を森林の育成・整備

に関する事業の財源として使用

財　産　目　録

平成２６年３月３１日現在



(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

　　　農地保有合理化事 定期預金 公益目的保有財産であり、運用益 70,000

　　　業積立資産 三井住友銀行神戸公務部 を農地保有合理化事業の財源とし

て使用

兵庫県住宅供給公社債 〃　　 2,204,000

兵庫県債 〃　　 18,586,000

　　　農業後継者育成事 定期預金、出資金 公益目的保有財産であり、運用益 404,000

　　　業積立資産 兵庫県信用農業協同組合連合会本店 を農業後継者育成事業の財源とし

て使用

　 兵庫県住宅供給公社債 〃　　 4,796,000

兵庫県債 〃　　 681,022,000

定期預金 農業後継者育成事業に係る預り金 334,078,000

兵庫県信用農業協同組合連合会本店 であり、運用益を農業後継者育成

事業の財源として使用

　　　退職給付引当資産 兵庫県住宅供給公社債 退職金の支給に備えて積立 257,287,707

　　　減価償却積立資産 定期預金 固定資産の更新に備えて積立 7,917,395

三井住友銀行神戸公務部

兵庫県住宅供給公社債 〃　　 87,598,402

　　　資金運用積立資産 定期預金 分収造林事業における経営基盤強 381,796,902

三井住友銀行神戸公務部 化に備えて積立

定期預金 〃　　 100,000,000

兵庫県信用農業協同組合連合会本店

普通預金、定期預金 〃　　 40,000,000

但馬銀行緑が丘支店

定期預金 〃　　 100,000,000

農林中央金庫大阪支店　　　

定期預金 〃　　 501,500,000

三井住友信託銀行大阪本店営業部　　

兵庫県住宅供給公社債

〃　　

100,000,000

　　　森林損害対策積立 定期預金 分収造林事業における造林木の災 131,500,000

　　　資産 三井住友銀行神戸公務部 害復旧等に備えて積立

定期預金 〃　　 50,000,000

兵庫県信用農業協同組合連合会本店

定期預金 〃　　 18,500,000

三井住友信託銀行大阪本店営業部　　

　　　農業後継者育成事 普通預金、定期預金 運用益を農業後継者育成事業の財 7,199,365

　　　業引当資産 三井住友銀行神戸公務部 源として使用

　　　農村地域産業誘致 兵庫県債 運用益を農村地域産業誘致事業の 400,000,000

　　　事業損失引当資産 財源として使用

　　　農村地域産業誘致 定期預金 農村地域産業誘致事業の分譲促進 3,000,000

　　　事業再整備引当資 三井住友銀行神戸公務部 に備えて積立

　　　産

　(２)その他の固定資産

　　　建物 舎屋、倉庫、車庫 957.35㎡ 公益目的保有財産であり、森林の 71,835,664

朝来市和田山町法道寺527他 育成・整備に関する事業に使用

倉庫、車庫 320.50㎡ 〃　　 3,047,470

神戸市西区神出町小束野30

作業員休憩所　45.00㎡ 〃　　 1

宍粟市一宮町百千家満107-6他



(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

　　　構築物 舎屋周辺緑化 公益目的保有財産であり、森林の 352,733

朝来市和田山町法道寺527他 育成・整備に関する事業に使用

　　　車両運搬具 車両30台 〃　　 10,089,100

　　　機械 林内作業車、バックホウ他 〃　　 6

　　　工具器具備品 ＧＰＳ，電子コンパス他 公益目的保有財産であり、森林の 4,210,625

育成・整備に関する事業及び農地

保有合理化事業に使用

　　　土地 1,947.09㎡ 森林の育成・整備に関する事業に 43,398,000

朝来市和田山町法道寺527他 使用

92,747.00㎡ 〃　　 3,140,503

宍粟市一宮町百千家満107-6他

5,537.47㎡ 〃　　 989,447

たつの市揖西町小犬丸892-1他

　　　森林 19,413ha 森林の有する公益的機能の維持・ 59,537,862,697

分収造林事業地 増進を目的とした森林資産

2,365ha 〃　　

4,321,496,813

県営分収育林事業地

　　　電話加入権 078-361-8121他 固定電話の電話加入権 1,401,000

　　　差入保証金 7件 社宅敷金及び駐車場敷金 737,500

　　　ソフトウエア 森林管理システム他

公益目的保有財産であり、森林の

11,105,019

育成・整備に関する事業に使用

　　　長期立替金 52件 分収造林事業に係る土地所有者の 38,060,434

立替金及び利息相当額

　　　農作業受託貸付金 7件 農地保有合理化事業に係る農作業 18,200,000

受託者への貸付金

　　　就農支援資金貸付 30件 農業後継者育成事業に係る新規就 29,354,000

　　　金 農者等への貸付金

　　　出資金 (公社)全国農地保有合理化協会 農地保有合理化事業に係る出資金 350,000

兵庫信用金庫本店営業部 分収造林事業に係る出資金 50,000

　　固定資産合計 67,332,870,783

　　資産合計 71,088,587,749

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　　未払金 森林組合等 工事請負金等 588,363,035

市町等 緑化基金事業費等 65,599,019

土地所有者等 分収交付金等 27,234,057

その他 各種事務費、事業費等 26,216,822

　　　未払費用 日本政策金融公庫 借入金支払利息 214,508,355

　　　前受金 木材市場等 分収造林事業に係る翌年度事業の 10,855,742

木材販売収入

施設利用者 兵庫県立三木山森林公園管理運営 3,252,440

事業に係る施設利用料金収入

売買事業契約者 農地保有合理化事業に係る用地売 755,000

渡収入

受講者

「楽農生活」推進事業に係る受講 3,330,000

料収入



(単位：円)

科  　目 場所・数量等 使用目的等 金　額

　　　預り金 公社職員等 社会保険料、所得税、住民税等 11,204,958

　　　次期返済長期借入 日本政策金融公庫 分収造林事業に係る借入金 366,956,069

　　　金

三井住友銀行神戸公務部 〃　　 2,300,000,000

兵庫県信用農業協同組合連合会本店 〃　　 958,000,000

農林中央金庫大阪支店 〃　　 100,000,000

三井住友信託銀行大阪大阪支店 〃　　 600,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行神戸支店 〃　　 300,000,000

みなと銀行本店営業部 〃　　 700,000,000

兵庫信用金庫本店営業部 〃　　 200,000,000

尼崎信用金庫本店営業部 〃　　 200,000,000

(公社)全国農地保有合理化協会 農地保有合理化事業に係る借入金 12,987,920

　　　賞与引当金 - 賞与の支給に備えた引当金 30,912,377

　　流動負債合計 6,720,175,794

２　固定負債

　　　預り保証金 シンエーフーヅ(株) 県立三木山森林公園レストラン等 1,400,000

運営業務委託契約に係る保証金

　　　県借入金 兵庫県 分収造林事業に係る借入金 2,321,600,000

県営分収育林事業に係る借入金 25,000,000

農業後継者育成事業に係る借入金 29,711,000

　　　公庫借入金 日本政策金融公庫 分収造林事業に係る借入金 25,987,815,976

　　　市中金融機関等借 三井住友銀行神戸公務部

〃　　 26,068,468,000

　　　入金

県営分収育林事業に係る借入金 4,332,408,000

農村地域産業誘致事業に係る借入 2,000,000,000

金

兵庫県信用農業協同組合連合会本店 分収造林事業に係る借入金 120,000,000

(公社)全国農地保有合理化協会 農地保有合理化事業に係る借入金 12,151,680

　　　借入金未払利息 兵庫県 分収造林事業の借入金に係る未払 1,026,434,733

利息相当額

　　　退職給付引当金 - 退職金の支給に備えた引当金 257,287,707

　　　農村地域産業誘致 - 農村地域産業誘致事業の分譲促進 3,000,000

　　　事業再整備引当金

に備えた引当金

　　　森林整備関連事業 森林組合等 森林の育成・整備に関する事業に 790,000

　　　預り金 係る長期預り金

　　　農業後継者育成事 農協系統団体等 農業後継者育成事業に係る長期預 334,078,000

　　　業預り金 り金

　　固定負債合計 62,520,145,096

　　負債合計 69,240,320,890

　　正味財産 1,848,266,859


