
１．重要な会計方針

    （１）有価証券の評価基準及び評価方法について

          総平均法による原価基準を採用しています。

　　　　　ただし、満期保有目的の有価証券については償却原価法を採用しています。

　　　　　また、満期保有目的以外の債権はありません。

    （２）固定資産の減価償却について

        　建物、構築物、車両運搬具及び工具器具備品は、定額法を採用しています。

        　また、表記方法は、間接法を採用しています。

    （３）引当金の計上基準について

        ①土地改良基金引当金・・定款第１６条の規定に基づき出資された額を計上しています。

        ②役員退任慰労引当金・・役員退任慰労金支給規程に基づき期末役員退任慰労金の要支給額に相当する額を

　　　　　　　　　　　　　　　　計上しています。

        ③職員退職給付引当金・・職員退職給与規程に基づき期末職員退職給付金の要支給額に相当する額を計上

　　　　　　　　　　　　　　　　しています。

    （４）消費税の会計処理について

          消費税の会計処理は、税込方式としています。

    （５）新会計基準について

          本会会計は、平成１９年度より「平成１６年１０月１４日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡

　　　　　会議申合せ」に基づく、公益法人会計基準を採用しております。

    （６）収支計算書に対する注記について

    　　①資金の範囲について

          資金の範囲は、現金預金、未収金、有価証券、棚卸資産、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、

　　　　　預り金及び仮受金を含めることとしています。

　　　　　なお、前期末及び当期末残高は、下記６に記載のとおりです。

    　　②科目間の流用及び予備費の使用について

          予算の科目間流用及び予備費の充用については、収支計算書記載のとおりです。

    （７）担保に供している資産

　    　　担保に供している資産はありません。

    （８）リース取引関係について

    　　①所有権移転ファイナンス・リース取引について

          所有権移転ファイナンス・リースについては、契約しておりません。

    　　②所有権移転外ファイナンス・リース取引について

          引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

　　　　　なお、未経過リース料期末残高相当額については次のとおりです。

未経過リース料期末残高相当額

１年超 合計

75,643,603 77,237,538

１年以内

1,593,935

財務諸表に関する注記



２．基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額およびその残高は次のとおりです。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりです。

４．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりです。 （単位：円）

　財政調整積立預金

　減価償却引当資産 149,994,000 2,000 0

　職員退職給付引当預金

　職員退職給付引当資産

10,747,500

223,900,000

19,453,482

(249,348,600)

帳簿価額

4,486,000

財政調整積立資産

項　　目

　特別修繕準備積立預金

149,996,000

(0)

職員退職給付引当資産

454,470,000

200,360,000 372,000199,988,000

3,308,142,982

評価損益資　産　名

合　　　計

103,990,000 3,990,000

(1,166,030,982)

(0) (149,996,000)

3,557,491,582 (0)

時　　価

(0) (2,142,112,000)

(223,412,000)

(1,166,030,982)

(0)277,000,000

(0)(0)

(265,888,000)

(0)

(0)

149,996,000

(0)

(0) (223,900,000)

(0) (10,747,500)

(0)

(0) (0)

19,453,482

　職員退職給付引当預金 689,108,000 53,270,000

960,000

3,557,491,582

3,308,142,982

(0)　土　　　　　地 249,348,600 (0) (249,348,600)

858,893

　土地改良基金引当預金 110,000

当期末残額

(277,000,000)

(954,200,000)

（うち指定
正味財産から
の充当額）

（うち一般
正味財産から
の充当額）

(0)

(2,391,460,600)

748,054,893

223,412,000

合　　　計 739,601,000

62,843,000　再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等基金預金 202,157,000

（単位：円）

科　　　目
（うち負債に
対応する額）

　減価償却引当預金

(0)

(0)

小　　　計 (0)

(19,453,482)(0)

277,000,000

41,588,000

0

3,316,596,875小　　　計 739,601,000 748,054,893

0

223,900,000

特定資産

437,504,000

100,000,000　財政調整積立資産 0 0 100,000,000

386,586,000　減価償却引当預金

265,888,000265,882,000

　財政調整積立預金 293,200,000 600,000,000

　土地改良基金準備積立預金

96,336,000

　役員退任慰労引当預金 9,081,500 2,626,000

0

（単位：円）

当期増加額 当期減少額 当期末残高

249,348,600

954,200,0001,261,000,000

249,348,600

10,747,500

646,042,000

0

0

20,312,375

223,790,000

6,000

265,888,000

3,565,945,475

　預り敷金引当預金 0 0

59,230,000

148,000,000　特別修繕準備積立預金 129,000,000

　職員退職給付引当資産

基本財産

0

8,312,000

0

100,000,000

(646,042,000)646,042,000

(0)

　再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等基金預金

437,504,000

小　　　計

954,200,000

(0)

合               計 449,984,000

福島県公募公債

減価償却引当資産 149,996,000

　土地改良基金引当預金 (0)

特定資産

(0)

249,348,600

　役員退任慰労引当預金 (0)

　土地改良基金準備積立預金

223,412,000

　減価償却引当資産

科　　　目 前期末残額

小　　　計 0

249,348,600　土　　　　　地

基本財産

249,348,600

0

　預り敷金引当預金 0 (0) (0) (0)

　財政調整積立資産 100,000,000 (0) (100,000,000)

(437,504,000)

150,120,000 124,000

共同発行市場公募地方債



５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。

交付者 前期末残高 当期末残高
貸借対照
表上の記
載区分

福島県 - -

東北農政局 - -

東北農政局 - -

福島県 - -

福島県 - -

福島県 - -

福島県 - -

全土連 - -

全土連 - -

改良区 - -

- -

６．次期繰越収支差額の内容

　　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債は次のとおりです。 （単位：円）

  仮　　払　　金 10,000 0

  預　　り　　金 2,590,035 2,809,920

  前　　受　　金 695,520

0

365,040

0 0

116,291

7,182,000

138,155,000

31,992,861

  未 収 賦 課 金

0

44,241,171 176,806,305

前期末残高 当期末残高

261,260,331

40,500,000 40,500,000

31,992,861

200,000 0

 ﾊﾞｲｵﾏｽ発電事業化ﾓﾃﾞﾙ事業 1,000,000 1,000,000

11,351,807

  科　　　　　　　　目

7,860,000

償還金

流　動　負　債

  未 収 交 付 金

1,346,252,116 1,267,711,070

  立　　替　　金 8,270,324 8,439,100

57,519,000

221,878

  定　期　預　金

  その他の未収金 9,664,706

  前　　払　　金 303,251 557,532

  未 収 補 助 金

49,770,000

合　　　　　計 540,249,630 268,867,363

1,466,231,696 1,529,788,692

流　動　資　産

交付金・助成金

488,750,192 488,750,192

 水土総合強化推進事業

 維持管理適正化事業

 農家負担金軽減支援対策事業

 農家負担金軽減支援対策事業（交付金）

合               計

121,983,000

7,860,000

（単位：円）

925,982,066 1,260,921,329次期繰越収支差額

293,667,644 110,438,640

  未 収 受 託 料

  普　通　預　金

当期減少額

  その他の未払金 243,296,431 155,253,763

  委託料未払金

  棚　卸　資　産

合　　　　　計

補助金等の名称

補助金

当期増加額

　現　　　　　金

 農家負担金軽減支援対策事業（償還金）

138,155,000

 技術力向上事業 1,182,000 1,182,000

 小水力等農村地域資源利活用促進事業 5,000,000 5,000,000

 緊急整備補修事業 1,800,000 1,800,000

7,403,837

 維持管理適正化事業（交付金）

121,983,000

261,260,331


