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Ⅵ．財産目録
平成27年 3月31日現在

一般社団法人　宮崎県獣医師会
（単位:円）

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 手元保管 421,669運転資金として法人会計で管理し、

全事業に使用している  預金　　　 22,722,424
  （本部） 普通：宮崎銀行/県庁N 1,928,797

o.1175447
  普通：宮崎銀行/県庁N 3,703,297

o.1024207
  普通：宮崎中央農協/ 459,835

宮崎No.9943447
  普通：ゆうちょ/宮崎N 390,475

o.17390-17066581
  普通：西日本シティ/ 142,422

宮崎No.0828186
  普通：宮崎太陽/本店N 100,209

o.1170347
  普通：みずほ銀行/宮 31,853

崎No.1681895
  普通：九州労金/宮崎N 90,481

o.3020592
  普通：三菱UFJ信託/宮 400,669

崎No.8501443
  普通：宮崎県信連/本 141,372

所No.0010693
  郵便振替口座01720-0- 1,402,265

59525
  普通：福岡銀行/宮崎N 137,481

o.313675
  普通：鹿児島銀行/宮 126,393

崎No.606920
  （宮崎） 普通：宮崎/小松台出 13,718

張所 No5-881
  普通：JA宮崎/生目 18,755

No22599
  普通：宮崎/南宮崎 4,126,058

No350-102
  （南那珂） 普通：JAはまゆう/ 567,224

吾田支所 №0041365
  普通：宮崎銀行/ 0

吾田支店 №84066

  （西諸県） 普通：JAこばやし/ 394,824
中央支所 №7000502

  普通：宮崎銀行/ 9,682
  小林支店 №1517301

  （児湯） 普通：JA児湯/本所N 48,014
o.7114893

  普通：JA児湯/本所N 936,013

508,075

  所 No84-224
普通：宮崎/川東出張 2,082

（都城北諸） 普通：宮崎/川東出張 3,029,861

（東諸県） 普通：JA宮崎/国富 699,922

普通：JA児湯/本所N

  No10880

o.5506476  

o.0050486  

  所 No84-208
定期：JA都城 本所 1,273,810

  No7744161

普通：JA宮崎/国富 1,007,555
  No53771

普通：JA宮崎/国富

（日向） 普通：JA日向/日向 50,592
  No8534721

法人会計で管理し、全事
業に使用している 



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

（延岡） 普通：宮崎銀行/延岡 372,530
  営業部No.26-351

（西臼杵） 普通：JA高千穂地区/ 34,518
  本所 №4120809

  未収金 951,857
      狂犬病賦課金 その他会計＞狂犬病事業にて管理 1,000
      狂犬病予防推進事 その他会計＞狂犬病事業にて管理 3,320

  業費
      炭疽賦課金 その他会計＞その他の事業にて管理 51,560
      その他 その他会計＞その他の事業/法人会計にて管理 895,977
  立替金 全事業にて管理 134,211
  前払費用 0
   流動資産合計 24,230,161
  (固定資産)
    特定資産
  退職給付引当資産 全事業に関連した引当資産 1,498,365
      定期：みずほ銀行 1,498,365

  /宮崎No.6357468
    その他固定資産工具･器具 0
  損害補償積立金 40,063,064
      普通：宮崎銀行/ 0

  県庁No.1391049
      定期：宮崎銀行/ 8,063,064

  宮崎駅前No.30060
  23491

      定期：宮崎太陽/ 10,000,000
  本店No.10149489

      定期：西日本ｼﾃｨ/ 10,000,000
  宮崎No.3163391

      定期：三菱UFJ信 2,000,000
  託/宮崎No.500013
  04

      定期：宮崎県信連 10,000,000
  /本所No.9214

  調整積立金 67,100,000
      定期：宮崎銀行/ 4,400,000

  宮崎駅前No.30060
  23482

      定期：鹿児島銀行 10,000,000
  /宮崎No.3045730

      定期：福岡銀行/ 10,000,000
  宮崎No.313675

      定期：三菱ＵＦＪ 13,000,000
  信託/宮崎No.5000
  1304

      定期：ゆうちょ/ 9,700,000
  宮崎No.57360-210
  8597

      定期：ＪＡ宮崎中 10,000,000
  央/本店No.000254
  63

      定期：九州労金/ 10,000,000
  県庁No.3782053

  九州大会積立金 その他会計＞その他の事業にて管理 7,200,000
  定期：みずほ銀行 7,200,000
  /宮崎No.6354132

積立金 3,235,168
（西諸県）

中央支所 №0055150
(西臼杵） 普通：JA高千穂地区/ 1,406,908

普通：JA高千穂地区/ 380,099
本所 №0044881

本所 №0080369

普通：JAこばやし/ 1,448,161

    

普通：JA日向/日向 171,051
  No8534730

定期：JA日向/日向 402,591
  No7083486

法人会計で管理し、全事
業に使用している 

法人会計で管理し、全
事業に使用している 

法人会計で管理し、全
事業に使用している 



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

未払消費税等 全事業にて管理 1,139,500
    未払法人税等 全事業にて管理 1,907,500

投資有価証券 法人会計で管理し全事業に使用している 10,000,000

  宮崎県畜産会館 8,200,000

  

   固定資産合計 138,396,597

  外部出資金 法人会計管理 9,300,000
    

  (流動負債)

      宮崎県畜産協会 1,100,000

  未払金 3,522,316
      社会保険料 92,350
      その他 3,429,966

  仮受金 その他会計＞狂犬病事業にて管理 77,100
    　狂犬病(個別注射） 10,450
    　狂犬病(集合注射） 0
    　狂犬病(登録) 0
    　炭疸 0
    　五混 0
    　牛注射 0
    　その他 66,650
  預り金
      源泉所得税 93,371
      雇用保険料 20,871

法人会計で管理し、全事業に使用し
ている

      その他 0

   流動負債合計 6,762,488

    

1,498,365
     負債合計

全事業に関連した引当金 1,498,365  退職給付引当金
   固定負債合計

     資産合計 162,626,758

前受金

     正味財産 154,365,905
8,260,853

  (固定負債)

1,830

114,242

法人会計で管理し、全事
業に使用している 


