
(流動資産) 現　金 手元保管 運転資金として 3,306,991

預　金 普通預金 107,275,457

 四国銀行中央市場支店 運転資金として 107,232,297

 高知五台山郵便局 運転資金として 43,160

定期預金 20,000,000

　愛媛銀行高知支店 運転資金として 10,000,000

　香川銀行高知支店 運転資金として 10,000,000

商　品 植物園オリジナル委託販売商品 公益目的事業の在庫である。 979,368

未収入金 29,539,918

高知県 公益目的事業受託収入 23,957,160

カイン州 公益目的事業受託収入 610,973

(一財）自然環境研究センター 公益目的事業受託収入 2,700,000

デトワール 公益目的に係るレストラン委託業者光熱水
費等

878,617

日東商事 公益目的に係るショップ委託業者光熱水
費等

346,656

フタガミ 公益目的に係るショップ委託業者光熱水
費等

306,948

その他 公益目的事業収入であり、入園料収入等 739,564

前払金 公益目的事業に係る火災保険及び労働
災害保険等前払金

872,047

仮払金 大晃生薬 公益目的事業にに係る生薬費である。 2,592

流動資産合計 161,976,373

(固定資産)

　基本財産 40,700,000

基本財産引当預金 定期預金

　四国銀行中央市場支店 10,000,000

　高知五台山郵便局 700,000

　 　高知市農協五台山支所 10,000,000

　四国労働金庫高知東支店 10,000,000

　幡多信用金庫高知支店 10,000,000

 特定資産 30,780,014

退職給付引資産 定期預金 16,385,321

　高知銀行中央市場支店 9,121,875

  高知信用金庫高須支店 7,263,446

特定費用準備資金 普通預金 施設の改修費用及びサーキュラーの印刷
製本及び海外からの輸入標本通関他輸
送費等の財源として使用

6,050,756

什器備品 9

ロータリーエバポレーター 公益目的保有財産 1

公益目的保有財産であり、運用益を公益
目的事業の財源として管理している。

職員退職給付引当金見合の引当資産とし
て管理している。

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目 場所・物量等 使用目的等 金額



科目 場所・物量等 使用目的等 金額

植物ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ　1台 公益目的保有財産 1

野外調査用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ水質計１台 公益目的保有財産 1

co2ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ 1台 公益目的保有財産 1

組織破砕機　１台 公益目的保有財産 1

植物・菌類収納用保管庫１台 公益目的保有財産 1

高速冷却遠心機 公益目的保有財産 1

マイクロプレートリーダー一式 公益目的保有財産 1

生物学顕微鏡１台 公益目的保有財産 1

書籍備品 図書室 公益目的保有財産 8,343,928

 その他固定資産 13,284,424

什器備品 11,059,405

標本庫用水平横風乾燥機１台 公益目的保有財産 1

自走芝刈り機　１台 公益目的保有財産 1

液晶テレビ　　１台 公益目的保有財産 1

ｶﾗｰ複合ｺﾋﾟｰ機　１台 公益目的保有財産 1

デジタルカメラ（ﾆｺﾝ） 公益目的保有財産 1

ﾊﾝﾃﾞｲｽｺｰﾌﾟ用ｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ1台 公益目的保有財産 1

ﾏｯｸﾊﾟｿｺﾝ　１台 公益目的保有財産 1

ﾊﾞﾃｯｸｽﾚｰｻﾞｰ距離計 １台 公益目的保有財産 1

ｷｬﾉﾝ一眼カメラ　１台 公益目的保有財産 1

大型恒温振とう培養機（ﾊﾞｲｵｼｪｲｶｰ）
１台

公益目的保有財産 204,120

ﾏｯｸﾊﾟｿｺﾝ　１台 公益目的保有財産 1

薬用植物根用洗浄機　１台 公益目的保有財産 125,280

耕運機　　１台 公益目的保有財産 126,283



科目 場所・物量等 使用目的等 金額

ＴＬＣﾋﾞｼﾞｭｱﾗｲｻﾞｰｼｽﾃﾑ一式 公益目的保有財産 800,540

分注機　１台 公益目的保有財産 1,353,024

ﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ（ﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙｶｳﾝﾀｰ） 公益目的保有財産 3,224,708

中圧ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨー 公益目的保有財産 703,573

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ顕微鏡 公益目的保有財産 2,007,453

成分分析機（ＵＰＬＣ） 公益目的保有財産 1,330,474

超微量分光光度計 公益目的保有財産 405,908

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 公益目的保有財産 310,500

ｼｬｸﾔｸ洗浄機（皮剥き機） 公益目的保有財産 467,532

車両運搬具 111,351

軽ﾄﾗｯｸ1台・１ｔﾄﾗｯｸ1台 公益目的保有財産 2

軽トラック１台 111,349

敷　金 職員公舎料 ＜共用財産＞ 110,000

うち公益目的保有財産90％ 99,000

うち管理目的の財源として使用する 11,000

財産10%

商標権 花皿鉢商標権 公益目的保有財産 114,460

ソフトウェア 1,889,208

ビジュアライザー用解析ｿﾌﾄ 公益目的保有財産 402,408

ビジュアライザー用解析ｿﾌﾄ 公益目的保有財産 1,486,800

固定資産合計 84,764,438

うち公益目的保有財産 68,368,117

うち引当資産 16,385,321

11,000

資産合計 246,740,811

(流動負債) 未払金 35,979,402

人件費 3,764,410

労働保険料 745,285

社会保険料 2,131,980

うち管理目的の財源として使用する財産

公益目的事業及び管理目的の業務に従
事する職員の3月分の人件費等である。

公益目的事業及び管理目的の業務に従
事する職員の労働保険料である。

公益目的事業及び管理目的の業務に従
事する職員の社会保険料である。



科目 場所・物量等 使用目的等 金額

エフビットコミュニケーションズ(株) 2,131,039

ケイエスエープロテック 公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する財団の3月分施設維持管理費であ
る。

2,159,568

(株)リクルートライフスタイル 公益目的事業に使用するホームページ改
修委託費である。

4,100,000

ホルティプランナー　山田哲也 公益目的事業に使用する新園地植栽デ
ザイン施工管理業務委託費である。

1,732,147

テクノ矢崎 763,776

高陽堂印刷 621,000

カネタビジネスサービス 1,107,000

トランスライト 公益目的事業に使用する照明設置委託
費である。

443,500

五望台庭園 公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する園地管理業務の委託費である。

237,600

高知広告センター
公益目的事業に使用するﾒﾃﾞｲｱ広告費で
ある。

1,101,000

アイエル物産 公益目的事業に使用する園地設備工事
業務の委託費である。

404,406

内田文昌堂 公益目的事業に使用する備品及び消耗
品費である。

824,195

岡村文具 414,720

フタガミ 517,450

アルフレッサ篠原科学 公益目的事業に使用する消耗品費であ
る。

575,942

公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する財団の3月分電気料である。

公益目的事業に使用する3月分の燃料費
である。

公益目的事業の業務に使用する冊子の
印刷製本費である。

公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する財団の日常清掃費である。

公益目的事業に使用するﾀｲﾑﾚｺﾀﾞｰの導
入委託費及び賃借料である。

公益目的事業に使用する3月分消耗品費
である。



科目 場所・物量等 使用目的等 金額

アツミ空調 公益目的事業に使用する温室ﾎﾞｲﾗｰ清掃
保守委託費である。

308,880

オフコム 657,404

竹内宝樹園 102,600

広光税理士事務所 300,780

郵貯 202,212

カリヤテント 公益目的事業に使用するテント設営委託
費及び消耗品である。

191,052

(株)ダイセイ 公益目的事業に使用する3月分のペレット
清掃委託費である。

492,156

ノナカ照明 公益目的事業に使用する照明修繕費及
び消耗品費である。

420,800

弘文印刷 1,365,120

エレパ 公益目的事業に使用する備品他消耗品
である。

1,156,450

まるふく農園 742,716

国際園芸 193,860

コトブキ 304,344

（宗）竹林寺 120,000

日進商事 119,102

山下造園 公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する園地管理業務の委託費である。

187,380

公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する園地管理業消耗品費である。

公益目的事業に使用する施設の浄化槽
維持管理料である。

公益目的事業に使用する土地賃借料であ
る。

公益目的事業に使用する消耗品費であ
る。

公益目的事業に使用する消耗品費であ
る。

公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する園地管理業務の委託費である。

公益目的事業に使用する顧問税理士謝
金費である。

公益目的事業に使用する3月分の郵便代
金である。

公益目的事業及び管理目的の業務に使
用する財団の冊子の印刷製本費である。

公益目的事業に使用する消耗品費であ
る。



科目 場所・物量等 使用目的等 金額

入交石油 171,072

フジ工芸 146,880

高知市農協グリーンファーム 公益目的事業に使用する消耗品である。 158,256

JR四国 公益目的事業に使用する広告費である。 129,600

NTTドコモ 公益目的事業に使用する3月分の携帯電
話使用料である。

101,076

華幸園 公益目的事業に使用する消耗品である。 140,400

その他 4,492,244

預り金 3,259,014

職員他 所得税 388,069

職員他 住民税 543,400

職員 健康保険料 818,048

職員 厚生年金保険料 1,253,550

その他 科学研究費他 255,947

前受金 9,247,909

小林製薬 共同研究費 8,730,665

その他 施設使用料 517,244

未払消費税等 6,705,000

流動負債合計 55,191,325

(固定負債) 退職給付引当金 16,385,321

職員分

  固定負債合計
16,385,321

71,576,646

  正味財産 175,164,165

公益目的事業及び管理目的の業務に従
事する職員の退職給付金の引当金であ
る。

  負債合計

公益目的事業に使用する3月分の燃料費
である。

公益目的事業に使用するパネル製作等の
委託費である。


