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平 成 ２８ 年 度  事 業 報 告 書 
 

  平成２８年４月１日から 平成２９年３月３１日まで 
 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人 自然環境復元協会  
 
 １ 事業の成果 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業 
 

① 環境教育及び環境人材の育成に係る活動 
 
1) 資格認定講習 

 受講者数を維持すべく「既存取得者の掘り起こし」「初日を午後開始とすることによる遠方参
加者の掘り起こし」「HPでの分かりやすい告知」「問い合わせ者への小まめな連絡」を行い、国立
オリンピック記念青少年総合センター（平成２９年１月７日～８日）と札幌科学技術専門学校
（平成２８年１０月１日～２日）にて開催し、２５名（目標１８名）の受講者となった。内訳は
以下のとおり。 
 

級 人数 
上級 ０名 
中級 １２名（うち北海道２名） 
初級 １３名（うち北海道３名） 
（※1）理事紹介 中級2名 
（※2）問い合わせのみ 約15件 
 

2) 認定校制度 
 認定校数と取得者数を維持すべく、「成功事例の創出」「認定校個別の対応」を行った。 
 結果、３４校より３２７名（目標２００名）の環境再生医初級を認定した。 
 

3) 資格取得者の管理（更新等） 
 前年度に続き、取得者への小まめな連絡や更新時期の明示化（認定書への有効期限の記載）に
よって、更新率は６３．２％（目標５０％以上）の３６名であった。 
 また、取得者管理の効率化と有効化のために、「申請書（認定校）のシンプル化とデータ提出」
「一般取得者の活動内容をＤＢへ反映」を行った。 
 

4) 資格制度の質の向上 
 ネットワークの活性化を目的に、北海道・東京都・埼玉県入間市の３会場（目標４会場）にて
イベントを開催した。 
 

5) 都市農業機能発揮対策事業 
 周辺住民への防災協力農地に関する情報発信の取り組みの実施、アンケート調査によって、
「(1)防災協力農地が持つ防災機能の維持・強化及び地域住民等への周知」「住民ニーズ把握と次
年度活動課題の摘出」を目的に以下の取組を実施した。 
■防災協力農地が持つ防災機能の維持・強化及び地域住民等への周知 
・自治会・農家等と連携した周知チラシを研修会・アンケート調査票配布時に地域住民に配布 
・「防災・防犯研修会」実施の支援による、防災協力農地の多様な機能や避難場所としての機能
の周知 
・都市農業の多様な機能と平常時の地域の互助について学ぶ防災研修会の実施 
■その他防災協力農地を活用・普及するための取組 
・防災と自治会についての意識を問うアンケート調査票の原稿作成 
・防災協力農地を中心とした地区（約２，３００世帯）へのアンケート調査の実施 
 

6) その他 
 環境省「環境教育の人材認定等事業」の登録資格となった。 
 また、環境再生に関する知の集約を目的に、広報部会のニュースレター発行と連携しつつＨＰ
上に環境再生事例を４件追加した。 
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② 身近な自然環境の保全・復元・維持管理に係る活動 
 
1) レンジャーズプロジェクト 

 レンジャーズ隊員の派遣を５２回実施した。 
 隊員登録数は２，７７８名（内、上級３名、中級５名、級不明７７名）となった。 
 横浜市内での実施はＮＰＯ法人よこはま里山研究所との協働で行うことによって、効率良く
運営を行えた。 
 ７団体（㈱資生堂、㈱ホンダトレーディング、㈱ハルエネ、NPO法人フュージョン長池、拓殖
大学等）から受託したプログラムを実施した。  
 渋谷区の助成金「みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金交付事業」にて渋谷区内で
の活動を行った。 
 ９月末日まで、三井物産環境基金にて「未来の生物多様性を担う人材育成プロジェクト」
（親子レンジャーズ）を実施した。 
 

③ 農山漁村の活性化及び環境保全型農林業に係る活動 
 
1) ふるさと未来創造事業 

 農林水産省「平成２８年度農山漁村振興交付金」の採択があった地域協議会等（6団体）
より受託しつつ以下の業務を行った。 
 

団体名称／地域 内容 
NPO法人浜わらす／宮城県
気仙沼市本吉町 

都市住民等への海辺の自然体験プログラム提供の事業化 

宇都宮農村交流プロジェク
ト協議会／栃木県宇都宮市
上河内 

地域資源（農地・河川・歴史伝統文化等）を活かしたグ
リーン・ツーリズムプログラムの開発 

喜連川公方城下町再生プロ
ジェクト協議会／栃木県さ
くら市 

地域資源（農林漁業・歴史伝統文化等）を活かしたグリ
ーン・ツーリズムプログラムの開発 

高倉ふるさとづくりの会／
埼玉県鶴ヶ島市高倉 

農業と福祉の連携。施設外就労を中心とした障害者雇用
による農業の活性化。 

金沢・平町活性化協議会／
石川県金沢市平町 

地域資源（千本桜や蛍・食・伝統文化等）を活かした地
域活性化。 

アグリウェルフェアワーク
推進協議会／熊本県阿蘇市 

農業と福祉の連携。協議会独自の障害者雇用の仕組みを
作り、農家の所得の向上と障害者向けの社会自立促進
（福祉サービス）に繋げ、地域内外へ普及・啓発を行
う。 

 
 大阪マラソン2016の公式寄附先団体に選定され、選定された水色カラーのテーマ「きれいな
水を支える」の下に「気仙沼市における被災した地域の子ども達の海体験プログラムの提供」
「静岡県松崎町石部地区の棚田におけるホタルの里再生」「マザーレイクフォーラムの支援
（琵琶湖）」「阿蘇農業の活性化による熊本の水源地保全」の活動を行った。 
 湘南国際マラソン2016の募金先団体に選定され、「気仙沼市における子ども達の自然体験プ
ログラム」等の活動を行った。さらに、大会当日のチャリティブースを設置し広報を行った。 
 

2) 福島再生事業 
 葛尾村より「水田における放射性物質流入抑制対策事業」と「農山村地域復興基盤総合整備事
業」を受託し事業を実施した。 
 飯舘村より「濁水流入防止対策（臼石、須萱地区）」を受託し事業を実施した。 
 

事業名 内容 
水田における放射性物質流入抑制
対策事業／葛尾村 

実践的ため池の強化対策として溶存態セシウムの軽
減策として圃場への流入を防止する遮断機の設置を
実施。 

農山村地域復興基盤総合整備事業
／葛尾村 

冬期における村内１０か所地点における農業用水の
放射性物質濃度の調査を行い農業者の不安を払しょ
くすることを目的に、実践的ため池ならびに濁水流
入防止装置、リアルタイム監視システムの設置を行
い、実証実験を行った。 

濁水流入防止対策（臼石、須萱地
区）／飯舘村 

実践的ため池の強化対策として溶存態セシウムの軽
減策として圃場への流入を防止する遮断機の設置を
実施。 
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④ 自然体験学習に係る活動 
特になし 
 

⑤ テキスト等の出版に係る活動 
特になし 
 

⑥ 社会啓発や情報発信等に係る活動 
1) ニュースレター 

 ニュースレター（環境再生事例6頁・進捗2頁）を年４回発行した。 
 

2) ホームページ 
 ホームページの他、ＭＬとＳＮＳ(Facebook・Twitter)にて情報発信を行った。  
 

⑦ 自然環境の復元の学術的発展に貢献する活動 
特になし 

 
（２）その他の事業 
   なし 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業 
 
 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

 ① 環境教育
及び環境
人材の育
成に係る
活動 

1) 資格認定講習 
2) 認定校制度 
3) 資格取得者の管理（更新
等） 

4) 資格制度の質の向上 
5) その他 

1) 10/1-2、 
1/7-8 

2) 通年 
3) 通年 
4) 10/1、1/7 
5) 通年 

1) 北海道、東
京都 

2) 全国 
3) 全国 
4) 北海道、東
京都、 

5) 全国 

5人 1) 受講者 
25人 

2) 認定者 
327人 

3) 更新者 
36人 

4) 参加者 
10人、30
人 

5) 認定者数 
4,380人 

 
3,707 

② 身近な自
然環境の
保全・復
元・維持
管理に係
る活動 

1) レンジャーズプロジェク
ト 

1) 通年 1) 埼玉県、東
京都、神奈
川県 

5人 1) 登録者 
2,778人 

2,745 
③ 農山漁村
の活性化
及び環境
保全型農
林業に係
る活動 

1) ふるさと未来創造事業 
2) 福島再生事業 

1) 通年 
2) 通年 

1) 宮城県気仙
沼市、栃木
県 宇 都 宮
市、栃木県
さくら市、
埼玉県鶴ヶ
島市、静岡
県松崎町、
石川県金沢
市 、 滋 賀
県、熊本県
阿蘇市 

2) 福島県葛尾
村、福島県
飯舘村 

5人 1) 協議会構
成員等 
36人 

2) 葛尾村・
飯舘村住
民 
7,360人 

31,537 
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④ 自然体験
学習に係
る活動 

特になし     

0 
⑤ テキスト
等の出版
に係る活
動 

特になし 
    

0 
 ⑥ 社会啓発

や情報発
信等に係
る活動 

1) ニュースレター 
2) ホームページ 

1) 年4回 
2) 通年 

1) 東京 
2) 東京 

3人 1) 発送数 
4,400人 

2) 閲覧者 
1 2 0, 00 0
人 

1,364 
 ⑦ 自然環境

の復元の
学術的発
展に貢献
する活動 

特になし     

0 

  
 （２）その他の事業 
   なし 
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䚷䚷䚷䚷䚷ᴗ㈝䚷ィ 㻠㻣㻘㻥㻢㻠㻘㻠㻥㻞

ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘ䚷䚷άືィ⟬᭩

㔠㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㢠

ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠐᭶䠍᪥䛛䜙ᖹᡂ䠎䠕ᖺ䠏᭶䠏䠍᪥䜎䛷



䚷䚷㻞䚷⟶⌮㈝
䚷䚷䚷㻌㻔㻝㻕ே௳㈝
䚷䚷䚷䚷䚷⤥ᩱᡭᙜ 㻝㻘㻤㻠㻥㻘㻝㻜㻟
䚷䚷䚷䚷䚷㈹䚷䚷䚷 㻝㻡㻢㻘㻣㻤㻜
䚷䚷䚷䚷䚷䢆䢛䡬䢀䞉䡭䢕䢆䢚䡮䢀ᩱ 㻤㻝㻢㻘㻢㻞㻣
䚷䚷䚷䚷䚷㏻䚷㻌䚷㻌㈝ 㻝㻥㻢㻘㻞㻢㻢
䚷䚷䚷䚷䚷ἲᐃ⚟㈝ 㻟㻞㻜㻘㻢㻜㻣
䚷䚷䚷䚷䚷⚟ཌ⏕㈝ 㻝㻜㻘㻟㻟㻡
䚷䚷䚷䚷䚷ே௳㈝䚷ィ 㻟㻘㻟㻠㻥㻘㻣㻝㻤
䚷䚷䚷㻌㻔㻞㻕䛭䛾⤒㈝
䚷䚷䚷䚷䚷༳ๅ〇ᮏ㈝ 㻟㻥㻘㻥㻝㻝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㆟䚷㻌㈝ 㻡㻝㻘㻡㻞㻡
䚷䚷䚷䚷䚷᪑㈝㏻㈝ 㻠㻣㻘㻡㻠㻡
䚷䚷䚷䚷䚷㌴䚷㻌୧㻌䚷㈝
䚷䚷䚷䚷䚷㌴୧⇞㈝㈝
䚷䚷䚷䚷䚷㏻ಙ㐠ᦙ㈝ 㻞㻞㻝㻘㻟㻟㻡
䚷䚷䚷䚷䚷ᾘ⪖㻌䚷ရ㈝ 㻝㻡㻡㻘㻝㻤㻢
䚷䚷䚷䚷䚷Ỉ㐨ග⇕㈝ 㻤㻣㻘㻞㻥㻣
䚷䚷䚷䚷䚷ᆅ௦䚷ᐙ㈤ 㻞㻡㻟㻘㻠㻝㻟
䚷䚷䚷䚷䚷㈤㻌䚷䚷㻌ᩱ 㻝㻠㻘㻤㻥㻤
䚷䚷䚷䚷䚷᪂⪺ᅗ᭩㈝㻌 㻞㻝㻠
䚷䚷䚷䚷䚷ጤクᡭᩘᩱ 㻝㻥㻡㻘㻥㻣㻤
䚷䚷䚷䚷䚷ィኈሗ㓘 㻢㻡㻘㻝㻞㻣
䚷䚷䚷䚷䚷ಖ䚷㻌㝤䚷㻌ᩱ 㻝㻘㻢㻣㻥
䚷䚷䚷䚷䚷ㅖ䚷㻌䚷㻌㈝ 㻣㻘㻢㻥㻥
䚷䚷䚷䚷䚷䝸䞊䝇㻌䚷ᩱ 㻝㻞㻥㻘㻝㻤㻝
䚷䚷䚷䚷䚷⛒⛯䚷㻌බㄢ 㻥㻟㻜㻘㻠㻜㻥
䚷䚷䚷䚷䚷ᨭᡶᡭᩘᩱ 㻤㻜㻘㻟㻥㻢
䚷䚷䚷䚷䚷㞧䚷䚷䚷䚷㈝ 㻢㻡㻘㻢㻞㻤 㻞㻘㻟㻠㻣㻘㻠㻞㻝
䚷䚷䚷䚷䚷⟶⌮㈝䚷ィ 㻡㻘㻢㻥㻣㻘㻝㻟㻥
䚷⤒ᖖ㈝⏝ྜィ 㻡㻟㻘㻢㻢㻝㻘㻢㻟㻝
䚷ᙜᮇ୍⯡ṇ㈈⏘ቑῶ㢠 㻥㻡㻟㻘㻥㻝㻥
䊢䠊⤒ᖖእ㈝⏝
䚷䚷㻝㻚㻌ッゴゎ㔠 㻞㻘㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜
䚷䚷㻞㻚㻌㐣ᖺᗘᦆ┈ಟṇᦆ 㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜
䚷⤒ᖖእ㈝⏝ྜィ 㻞㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜
䚷๓ᮇ⧞㉺୍⯡ṇ㈈⏘㢠 㻝㻢㻘㻠㻣㻟㻘㻣㻤㻤
䚷ḟᮇ⧞㉺୍⯡ṇ㈈⏘㢠 㻝㻠㻘㻥㻞㻣㻘㻣㻜㻣



書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人自然環境復元協会

（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部
　１　流動資産
　　　現金･預金 13,432,342
　　　未収収益(葛尾村他 ) 12,999,766
　　　前払費用(次期経費諸口) 134,434
　　　立替金(農水・阿蘇他) 0
　　　仮払金(労働保険料他) 0
　　　流動資産合計 26,566,542
　２　固定資産
　　　(有形固定資産)
　　　機械及び装置 1,923,870
　　　(投資その他の資産)
　　　出資金(東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞﾝｸ・巣鴨信金) 370,000
　　　敷金(齊藤耕之) 164,600
　　　固定資産合計 2,458,470
　資産合計 29,025,012
Ⅱ負債の部
　１　流動負債
　　　短期借入金(会員他1口) 0
　　　未払金(事務費管理費諸口) 9,834,721
　　　仮受金 10,000
　　　預り金(源泉所得税・社会保険料) 292,584
　　　前受金 774,000
　　　流動負債合計 10,911,305
　２　固定負債
　　　長期借入金(銀行2口) 3,186,000
　　　固定負債合計 3,186,000
　負債合計 14,097,305
Ⅲ正味財産の部
　　　前期繰越正味財産 16,473,788
　　　当期正味財産増減額 △ 1,546,081
　正味財産合計 14,927,707
　負債および正味財産合計 29,025,012

平成28年度 貸借対照表

金　　　　　　　　　　　　額

　平成29年3月31日現在
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⛉┠ ᮇ㤳ṧ㧗 ᙜᮇධ ᙜᮇ㏉῭ ᮇᮎṧ㧗
▷ᮇධ㔠 0 3,000,000 3,000,000 0
㛗ᮇධ㔠 4,902,000 1,716,000 3,186,000

ྜィ 4,902,000 3,000,000 4,716,000 3,186,000
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䝸䞊䝇ᩱ 321,365 11,315

ィኈሗ㓘 162,000 162,000
άືィ⟬᭩ィ 20,168,791 606,810
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䠎㌟㏆䛺⮬↛⎔
ቃ䛾ಖ㒊㛛

䠏㎰ᒣ⁺ᮧ䛾ά
ᛶ㒊㛛

䠐⮬↛య㦂Ꮫ⩦
㒊㛛

䠑䡿䡳䡹䢀➼ฟ∧
㒊㛛

䠒♫ၨⓎ䜔
ሗⓎಙ㒊㛛

䠓Ꮫ⾡ⓗⓎᒎ㒊
㛛 ᴗ㒊㛛ྜ

ィ

຺ᐃ⛉┠ྡ⛠
䛀⤒ᖖቑῶ䛾㒊䛁
䛆⤒ᖖ┈䛇
䛆ཷྲྀ㈝䛇
ṇဨཷྲྀ㈝
㈶ຓဨཷྲྀ㈝
ཷྲྀධ㔠
ཷྲྀ㈝䚷ィ 0 0 0
䛆ཷྲྀᐤ㔠䛇
ཷྲྀᐤ㔠 10,000 438,664 8,159,749 1,200,000 0 9,808,413
ཷྲྀᐤ㔠㻌㻌ィ 10,000 438,664 8,159,749 0 0 1,200,000 0 9,808,413
䛆ཷྲྀຓᡂ㔠➼䛇
ཷྲྀຓᡂ㔠 2,526,284 1,000,000 3,526,284
ཷྲྀ㈇ᢸ㔠 0
ཷྲྀ⿵ຓ㔠 0
ཷྲྀຓᡂ㔠➼㻌㻌ィ 2,526,284 1,000,000 0 0 0 3,526,284
䛆ᴗ┈䛇
ᴗ䚷┈ 3,511,088 328,200 0 3,839,288
ཷクᴗ┈ 0 1,106,968 32,489,600 33,596,568
䛭䛾ᴗ┈ 64,484 0 0 64,484
ᴗ┈㻌㻌ィ 3,575,572 1,435,168 32,489,600 0 0 0 37,500,340
䛆䛭䛾┈䛇
ཷྲྀ䚷ᜥ
㞧䚷䚷┈ 45,880 48,600 11,464 105,944
䛭䛾┈㻌㻌ィ 45,880 48,600 11,464 105,944
⤒ᖖ┈㻌㻌ィ 6,157,736 2,922,432 40,660,813 0 0 1,200,000 0 50,940,981
䛆⤒ᖖ㈝⏝䛇
䛆ᴗ㈝䛇
䠄ே௳㈝䠅
⤥ᩱ䚷ᡭᙜ㻔ᴗ㻕 901,562 183,994 10,228,523 762,346 12,076,425
㈹䚷䚷䚷㻔ᴗ㻕 76,440 15,600 395,150 36,030 523,220
⮫㞠㈤㔠 1,668,154 1,331,419 1,278,385 48,754 4,326,712
㏻䚷䚷㈝㻔ᴗ㻕 200,001 179,862 527,697 60,084 967,644
ἲᐃ⚟㈝㻔ᴗ㻕 167,538 36,273 1,087,058 134,729 1,425,598
⚟ཌ⏕㈝㻔ᴗ㻕 7,114 1,679 61,579 7,046 77,418
ே௳㈝ィ 3,020,809 1,748,827 13,578,392 0 0 1,048,989 0 19,397,017
䠄䛭䛾⤒㈝䠅
ᴗົጤク㈝ 1,741,599 447,533 11,948,370 329,420 14,466,922
ㅖ䚷ㅰ䚷㔠 11,137 142,958 20,000 0 174,095
༳ๅ〇ᮏ㈝㻔ᴗ㻕 176,128 58,017 97,129 145,455 476,729
䚷㆟䚷㈝㻔ᴗ㻕 61,301 141,394 477,806 3,147 683,648
᪑㈝㏻㈝㻔ᴗ㻕 78,869 232,536 3,731,440 12,585 4,055,430
㌴䚷୧䚷㈝㻔ᴗ㻕 3,933 0 316,419 0 320,352
䝸䞊䝇ᩱ㻔ᴗ㻕 235,789 120,858 389,990 7,714 754,351
㌴୧⇞㈝㈝㻔ᴗ㻕 0 0 55,780 0 55,780
㏻ಙ㐠ᦙ㈝㻔ᴗ㻕 262,804 119,809 621,530 27,366 1,031,509
ᾘ⪖ရ䚷㈝㻔ᴗ㻕 83,905 62,101 670,971 12,111 829,088
ᾘ⪖ჾලഛရ㈝㻔ᴗ㻕 0 0 0 0 0
ಟ䚷⧋䚷㈝㻔ᴗ㻕 0 0 0 0 0
ᗈ䚷࿌䚷ᩱ㻔ᴗ㻕 0 0 466,000 0 466,000
Ỉ㐨ග⇕㈝㻔ᴗ㻕 42,563 8,684 73,390 5,212 129,849
ᆅ௦䚷ᐙ㈤㻔ᴗ㻕 248,351 50,677 431,815 29,397 760,240
㈤㻌㻌㻌㻌ᩱ㻔ᴗ㻕 4,527 925 12,245 553 18,250
ῶ౯ൾ༷㈝㻔ᴗ㻕 0 0 1,282,578 0 1,282,578
ಖ䚷㝤䚷ᩱ㻔ᴗ㻕 819 48,224 134,064 100 183,207
ㅖ䚷䚷㈝㻔ᴗ㻕 4,754 5,766 477,972 459 488,951
⛒⛯䚷බㄢ㻔ᴗ㻕 469,128 92,977 815,274 55,547 1,432,926
◊䚷ಟ䚷㈝ 0 0 1,000 16,200 17,200
ᨭᡶᡭᩘᩱ㻔ᴗ㻕 46,795 26,953 591,289 11,103 676,140
ᨭᡶ䚷ᜥ㻔ᴗ㻕 0 0 120,562 0 120,562
㞧䚷䚷䚷㈝㻔ᴗ㻕 34,796 13,330 91,623 3,919 143,668
䛭䛾⤒㈝ィ 3,507,198 1,572,742 22,827,247 0 0 660,288 0 28,567,475
ᴗ㈝㻌㻌ィ 6,528,007 3,321,569 36,405,639 0 0 1,709,277 0 47,964,492

ᴗ㈝䛾ෆヂ



書式第１７号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人自然環境復元協会

（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部

　１　流動資産

　　　現金 60,452

　　　普通預金　（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 9,933,994

　　　普通預金２（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 74,000

　　　普通預金3（三菱東京ＵＦＪ銀行神田支店） 0

　　　普通預金(巣鴨信用金庫) 901,185

　　　郵便振替口座　　（四谷大木戸便局） 41,364

　　　郵便振替口座　　（会費専用口座） 10,696

　　　ゆうちょ銀行 2,410,651

　　　未収収益(葛尾村他) 12,999,766

　　　前払費用(次期経費諸口) 134,434

　　　立替金(農水・阿蘇他) 0

　　　仮払金(労働保険料他) 0 26,566,542

　２　固定資産

　　　(有形固定資産)

　　　機械及び装置 1,923,870

　　　(投資その他の資産)

　　　出資金(東京ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞﾝｸ・巣鴨信金) 370,000

　　　敷金(齊藤耕之) 164,600

　　　固定資産合計 2,458,470

　資産合計 29,025,012

Ⅱ負債の部

　１　流動負債

　　　短期借入金(会員他1口) 0

　　　未払金(事務費管理費諸口) 9,834,721

　　　預り金(源泉所得税・社会保険料) 292,584

　　　前受金 774,000

　　　仮受金 10,000 10,911,305

　２　固定負債

　　　長期借入金(会員他2口) 3,186,000

　　　固定負債合計 3,186,000

　負債合計 14,097,305

　正味財産 14,927,707

金                      額

平成28年度 財産目録

平成28年3月31日現在


