
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：円)

28,472,266
200,000

18,608,016
4,369,359
4,357,400
4,350,699

1,841,832
1,840,869

7,820
1,840,037

1,712,248
1,712,248
7,952,002
1,716,000
1,016,000

700,000
15,440

114,669
30,318,375

4,590,000
4,400,000
4,510,000

13,500,000

759,200

4,000,000

4,759,200

10,669
29,005

193,312
8,500

241,486
18,500,686

48,819,061

461,194
86,089

375,105
103,572

564,766

759,200
4,000,000

4,759,200
5,323,966

43,495,095

          ソフトウェア

              高知銀行　山田支店　(緑の募金特別会計)

            地区・支部会計　　※別表参照

          前払金

              ゆうちょ銀行　(緑の募金特別会計)
            通常貯金

              高知県信用農業協同組合連合会　本所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(緑の募金特別会計)

        流動資産合計

            会費未収金

  １．流動資産
Ⅰ　資産の部

財産目録財産目録財産目録財産目録
平成21年 7月30日現在

科        目 金　　　　額
社団法人高知県森と緑の会

              四国銀行　山田支店　(一般会計)
            決済用普通預金
            現金手許有高
          現金預金

              高知銀行　本町支店　(緑の募金特別会計)
              四国銀行　山田支店　(緑の募金特別会計)

              高知県信用農業協同組合連合会　本所　
              高知銀行　本町支店　(一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(一般会計)

          未収金

          仮払金

          定期預金　四国銀行　山田支店
    (1) 基本財産
  ２．固定資産

            事業未収金

          定期預金　高知銀行　本町支店

          事業変動準備資産　　決済用普通預金

          定期預金　高知県信用農業協同組合連合会　本所

          　　　　　　　　　　　　　　　　四国銀行　山田支店
          退職給付引当資産　　決済用普通預金
    (2) 特定資産
        基本財産合計

          什器備品

    (3) その他固定資産
        特定資産合計
          　　　　　　　　　　　　　　　　四国銀行　山田支店

          車両運搬具

          敷金

Ⅱ　負債の部
        資産合計
        固定資産合計
        その他固定資産合計

        正味財産
        負債合計
        固定負債合計
          事業変動準備金
          退職給付引当金
  ２．固定負債
        流動負債合計
          預り金

            事業未払金
          未払金
  １．流動負債

            その他未払金



別表 

 

地区・支部名 銀行名 支店名 貯金種目 金額

1 安芸地区 四国銀行 安芸支店 普通預金 200,700

2 中央地区 四国銀行 山田支店 普通預金 3,087

3 嶺北地区 四国銀行 山田支店 普通預金 27,328

4 伊野地区 四国銀行 伊野支店 普通預金 130,455

5 須崎地区 四国銀行 須崎支店 普通預金 78,261

6 中村地区 四国銀行 山田支店 普通預金 124,017

7 東洋町支部 四国銀行 甲浦支店 普通預金 35,077

8 室戸市支部 四国銀行 室戸支店 普通預金 38,980

9 奈半利町支部 高知銀行 中芸支店 普通預金 63,553

10 田野町支部 四国銀行 田野支店 普通預金 5,314

11 安田町支部 土佐あき農協農業協同組合 安田支所 普通預金 261,728

12 北川村支部 土佐あき農協農業協同組合 北川支所 普通預金 7,643

13 馬路村支部 ゆうちょ銀行 通常預金 241,379

14 安芸市支部 四国銀行 安芸支店 普通預金 175,507

15 芸西村支部 土佐あき農協農業協同組合 芸西支わじき出張所 普通預金 51,168

16 香南市支部 土佐香美農業協同組合 香我美支所 普通預金 295,303

17 香美市支部 四国銀行 山田支店大栃出張所 普通預金 780,772

18 高知市支部 四国銀行 高知市役所支店 普通預金 484,184

19 南国市支部 高知県信用農業協同組合連合会 南国市役所出張所 普通預金 272,262

高知銀行 豊永支店 普通預金 169,591

土佐れいほく農業協同組合 大杉支所 普通預金 9,277

21 本山町支部 四国銀行 本山支店 普通預金 295,821

22 土佐町支部 土佐れいほく農業協同組合 本所 普通預金 3,511

23 大川村支部 土佐れいほく農業協同組合 大川支所 普通預金 65,030

24 土佐市支部 四国銀行 高岡支店 普通預金 13,561

25 いの町支部 高知銀行 伊野支店 普通預金 63,215

26 仁淀川町支部 0

27 佐川町支部 コスモス農業協同組合 本所 普通預金 1,980,712

28 越知町支部 コスモス農業協同組合 越知支所 普通預金 231,500

29 日高村支部 コスモス農業協同組合 日高支所 普通預金 131,538

30 中土佐町支部 高知信用金庫 久礼支店 普通預金 93,760

31 四万十町支部 四万十農業協同組合 本所 普通預金 113,481

32 津野町支部 土佐くろしお農業協同組合 葉山支所 普通預金 10,013

33 梼原町支部 津野山農業協同組合 本所 普通預金 247,174

34 黒潮町支部 幡多信用金庫 入野支店 普通預金 676,972

高知はた農業協同組合 大月支所 普通預金 136,968

高知はた農業協同組合 大月支所 普通預金 7,500

36 三原村支部 高知はた農業協同組合 三原支所 普通預金 47,252

37 四万十市支部 四国銀行 中村支店 普通預金 61,960

38 宿毛市支部 四国銀行 宿毛支店 普通預金 270,538

39 土佐清水市支部 四国銀行 清水支店 普通預金 45,910

7,952,002地区・支部会計現金預金合計（平成21年7月30日現在）

20 大豊町支部

35 大月町支部


