
(流動資産) 現　金 手元保管 運転資金として 2,266,573

預　金 普通預金 112,832,932
 四国銀行中央市場支店 運転資金として 112,813,794
　ゆうちょ銀行 運転資金として 19,138
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。 846,102

未収入金 53,510,233
文化庁 公益目的事業補助金

4,899,000

高知県 公益目的事受託収入
45,228,800

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

726,223

日東商事 公益目的に係るショップ委託業
者光熱水費

238,839

その他 公益目的事業収入であり、入園
料収入等

2,417,371

前払金 1,486,300

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他

1,486,300

流動資産合計 190,942,140
(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 52,126,453
退職給付引資産 定期預金 27,700,442

　高知銀行中央市場支店 10,000,000

　ゆうちょ銀行 7,988,000

　伊予銀行高知支店 9,712,442

特定費用準備資金 普通預金 16,028,438

什器備品 7
ﾛｰﾀﾘｰエﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ 公益目的保有財産 1

植物ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ　1台 公益目的保有財産 1

金額使用目的等場所・物量等

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。

財産目録

科目

令和4年 3月31日現在
(単位：円)

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。



金額使用目的等場所・物量等科目

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

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

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 8,397,566

 その他固定資産 1,922,473
什器備品 1,156,845

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

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 1

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 1

耕運機　　１台 公益目的保有財産 1

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 1

分注機　１台 公益目的保有財産 1

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 1

中圧ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨー 公益目的保有財産 1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ顕微鏡 公益目的保有財産 1



金額使用目的等場所・物量等科目

成分分析機（ＵＰＬＣ） 公益目的保有財産 1

超微量分光光度計 公益目的保有財産 1

デスクトップパソコン 公益目的保有財産 1

ｼｬｸﾔｸ洗浄機（皮剥き機） 公益目的保有財産 100,988

ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ 722,478

ﾏｯｸﾊﾟｿｺﾝ　１台 公益目的保有財産 333,359

車両運搬具 3

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 1

敷　金 園長公舎料 ＜共用財産＞ 180,000
うち公益目的保有財産90％ 162,000

うち管理目的の財源として使用
する

18,000

財産10%

商標権 花皿鉢商標権 公益目的保有財産 6,025

ソフトウェア 579,600
ﾋﾞｼﾞｭｱライザー用解析ｿﾌﾄ 公益目的保有財産 579,600

固定資産合計 94,748,926
うち公益目的保有財産 67,030,484

うち引当資産 27,700,442

18,000

資産合計 285,691,066
(流動負債) 未払金 55,021,711

人件費

7,546,203

賃金

高知県 公益目的事受託収入に係る人件
費の精算未払い金である。 2,784,197

社会保険料

労働保険料 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
務に従事するパート職員の3月
分の賃金である。

3,114,183

867,833

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。

2,353,910

公益目的事業及び管理目的の業
務に従事する職員の賞与引当金
及び時間外手当である。

うち管理目的の財源として使用する財産



金額使用目的等場所・物量等科目

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。

1,118,700

(株)高知広告ｾﾝﾀｰ 公益目的事業に使用する広告宣
伝費である。

2,899,200

ホルテイプランナー 公益目的事業に使用するイベン
ト会場の植栽設計及び管理業務
委託費である。

2,243,373

福井フラワーガーデン 2,195,289

イーセル 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。

2,116,894

黒潮警備 公益目的事業及び管理目的業務
の3月分の駐車場警備委託費で
ある。

1,728,100

見元園芸 公益目的事業に使用する植物購
入費である。

1,457,335

竹内宝樹園 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。

1,368,400

カネタビジネス 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。

1,177,440

入交道路施設（株） 公益目的事業及び管理目的業務
の園路舗装改修委託費である。

1,155,000

弘文印刷 公益目的事業に使用する冊子及
びチラシ等印刷費である。

1,038,950

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。

1,001,000

NTTブロードバンドプラット
フォーム

公益目的事業に使用する無料
Wi-Fi保守委託費である。

990,000

佐々木造園 公益目的事業に使用する園路整
備委託費である。

933,570

公益目的事業に使用する植物購
入費である。



金額使用目的等場所・物量等科目

㈱昭文社 公益目的事業に使用するWeb記
事広告費である。

880,000

高知駅前観光 公益目的事業に使用する無料
シャトルバス借り上げ料であ
る。

793,100

エレパ 公益目的事業に使用する備品及
び消耗品費である。

723,370

高知植木鉢センター 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

618,827

テクノ矢崎 公益目的事業に使用する3月分
の燃料費である。

510,510

高陽堂印刷 公益目的事業に使用する財団の
冊子の印刷製本費である。

502,700

（株）ダイセイ 公益目的事業に使用する温室ペ
レットボイラー清掃委託費であ
る。

497,310

昭栄設備工業 公益目的事業に温室暖房設備の
修繕及び点検手数料である。

490,600

野本木工所 公益目的事業に使用する展示台
購入費及び修繕費である。

446,050

日産電機（株） 公益目的事業に使用する貯水槽
水位計修繕費である。

360,800

廣光税理士事務所 公益目的事業及び管理目的に使
用する顧問税理士謝金費等であ
る。

335,300

入交アグリーン 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

350,697

荒川電工(株) 公益目的事業に使用する園地照
明器具の修繕費である。

345,400

セキ 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

333,343

六甲デザイン 公益目的事業に使用する展示室
の修繕及び展示制作委託費であ
る。

333,300



金額使用目的等場所・物量等科目

山岡商店 公益目的事業に使用する3月分
の重油代金である。

322,498

エイト建興 公益目的事業に使用する圃場通
路側溝敷設委託費である。

301,400

エフエム高知 公益目的事業に使用する広告費
である。

300,000

日の出産業 公益目的事業に使用するベンチ
制作委託費である。

297,000

カリヤテント 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

290,290

本山印刷 公益目的事業に使用するPR用
グッズ作成委託費である。

280,500

（株）eステップ 公益目的事業に使用する木製ベ
ンチ液体ガラス塗装委託費であ
る。

281,600

溝渕林産興業 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

269,500

王子建設 公益目的事業に使用する園地資
材作成委託費及び消耗品費であ
る。

267,300

広島大学 公益目的事業に係る共同研究費
精算未払い金である

265,338

（株）デイリーインフォ
メーション関西

公益目的事業に使用するウエブ
広告費である。

264,000

鎌倉建装工業（株） 公益目的事業に使用する修繕費
である。

264,000

トッランスライト 公益目的事業に使用する照明・
音響設営委託費である。

251,000

五望台庭園 公益目的事業に使用する園地管
理業務の委託費ある。

237,600



金額使用目的等場所・物量等科目

土佐あけぼの会 公益目的事業及び管理目的の業
務に使用するコロナ感染防止に
係る清拭委託費である。

220,800

高知システムズ 公益目的事業に使用するメール
サーバー使用料である。

220,000

日本地工（株） 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

211,200

日東商事 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

195,382

西村謄写堂 公益目的事業に使用するチラシ
及び冊子印刷製本費である。

194,975

山下造園 公益目的事業に使用する園地管
理業務の委託費ある。

181,500

オフコム 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

172,814

高知計量 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

172,315

アイエル物産 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

170,940

コトブキ 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。

156,750

アルフレッサ篠原化学 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

148,368

四国スプリンクラー 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

141,272

土佐アート 公益目的事業に使用するパネル
設置委託費である。

139,700

水口木工所 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

135,300

田中会計事務所 公益目的事業及び管理目的業務
に使用する会計業務指導助言に
係る謝金である。

132,000



金額使用目的等場所・物量等科目

（有）三井サービス 公益目的事業に使用するチラシ
発送費である。

122,040

（宗）竹林寺 公益目的事業に使用する土地賃
借料である。

120,000

産業医謝金 公益事業に使用する産業医謝金
である。

120,000

郵便事業 公益目的事業に使用する3月分
の郵便代金である。

116,199

岡村文具 公益目的事業に使用するﾀｲﾑﾚｺ
ﾀﾞｰ3月分の賃借料である。

94,050

中央環境企画 公益目的事業に使用する3月分
のゴミ収集委託費である。

91,300

高知石油業協同組合 公益目的事業に使用する3月分
のガソリン、軽油代である。

89,456

ベスト電器高知本店 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

80,080

高知市農協ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ 公益目的事業に使用する消耗品
及び園地資材費である。

74,200

フタガミ 公益目的事業に使用する3月分
の消耗品費である。

73,611

調整池水門管理 公益目的事業に使用する長江地
区調整池水門管理費である。

71,500

明石オーキッドナーセリー 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

67,100

四国理科 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

65,934

（株）NTTﾄﾞｺﾓ 公益目的事業に使用する3月分
携帯電話料金である。

56,781

日立ビルシステムズ 公益目的事業に使用する温室エ
レベーター保守委託費である。

56,100

南方セーラー広告（株） 公益目的事業に使用する広告費
である。

55,000



金額使用目的等場所・物量等科目

NTTファイナンス 公益目的事業に使用する3月分
電話料金である。

49,327

（有）コンテ 公益目的事業に使用する園内ﾊﾟ
ﾈﾙ等作成及び設置委託費であ
る。

47,960

高知新聞五台山販売所

公益目的事業に使用する新聞購
読料である。

42,000

東高電通 公益目的事業に使用するデジタ
ルレコーダー修繕費である。

39,600

ノナカ照明 公益目的事業に使用する照明修
繕費である。

38,500

東洋技研 公益目的事業に使用する水質検
査手数料である。

38,500

四国銀行 公益目的事業に使用する3月分
の振込手数料である。

33,495

ダスキンサーブ 公益目的事業に使用する3月分
のマット・浄水器賃借料であ
る。

32,579

高知前川種苗 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

29,049

四国建設センター 公益目的事業に使用する照明レ
ンタル費である。

27,819

グリーンクロス 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

27,720

大一設備㈱ 公益目的事業に使用する修繕費
である。

26,400

カワウチキカイ 公益目的事業に使用する消耗品
費である。

25,102

㈱リーブル 公益目的事業に使用するインス
タバナー委託費である。

22,000

その他 1,092,083

預り金 3,631,306

職員他 所得税 436,472



金額使用目的等場所・物量等科目

職員他 住民税 651,500

職員 健康保険料 877,448

職員 厚生年金保険料 1,400,670

その他 科学研究費 265,216

前受金 16,693,042

小林製薬 共同研究費 16,572,882

その他 施設使用料及び画像使用料 120,160

未払消費税等 10,563,700

流動負債合計 85,909,759

(固定負債) 退職給付引当金 職員分 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。

27,700,442

  固定負債合計 27,700,442

  負債合計 113,610,201

  正味財産
172,080,865


