
独立行政法人 種苗管理センター（非特定） 
 

所在地  茨城県つくば市藤本２－２  

電話番号 029－838－6581 郵便番号 305－0852 

          ホームページ http://www.ncss.go.jp/ 

根拠法  独立行政法人種苗管理センター法（平成 11 年法律第 184 号） 

主務府省 農林水産省食料産業局新事業創出課、大臣官房文書課（評価委員

会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革  昭 22. 4 農林省茶原種農場（金谷、奈良、知覧） 

     昭 22. 7 農林省馬鈴薯原原種農場（北海道中央、胆振、 

後志、十勝、上北、嬬恋、八岳） 

昭 24.  5 農林省種苗検査室 

（園芸課分室への改称等を経て昭和 54 年に種苗課分室） 

     昭 39. 7 農林省馬鈴薯原原種農場（雲仙） 

     昭 40.10 農林省さとうきび原原種農場（鹿児島） 

     昭 53. 7 農林水産省さとうきび原原種農場（沖縄） 

    （*1）→ 昭 61.12 農林水産省種苗管理センター → 平 13.4 独立行政法人種苗管

理センター 

目 的 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、農作物の種苗の検査、ば

れいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布等を行うこと

により、適正な農林水産植物の品種登録の実施及び優良な種苗の流通の確

保を図ることを目的とする。 

業務の範囲 １．農林水産植物の品種登録に係る栽培試験を行うこと。２．

農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査を行うこと。３．ばれいしょ及び

さとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。４．上記の業

務に係る技術に関する調査及び研究を行うこと。５．上記の業務に附帯す

る業務を行うこと。 

○ 上記の業務のほか、次の業務を行う。１．種苗法の規定による集取 ２．

（ * 1） 



遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律の規定による立入り、質問、検査及び収去 

○ これらの業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、農

作物に関する技術上の試験及び研究の素材となる植物の保存及び増殖を行

うことができる。 
財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ９，６９７百万円 
＜国有財産の無償使用＞ なし 
＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 
区  別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 
平成 25 年度予算 

収

入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託収入 

諸収入 

 うち原原種売却収入 

   その他の収入 

前年度からの繰越金 

計 

14,262 

852 

285 

799 

692 

107 

－ 

16,198 

2,668 

199 

48 

225 

167 

59 

14 

3,154 

 

支

出 

業務経費 

 うち栽培試験業務関係経費 

   種苗検査業務関係経費 

   種苗生産業務関係経費 

   調査研究業務関係経費 

施設整備費 

受託経費 

一般管理費 

人件費 

老朽化施設等解体撤去費 

計 

1,374 

511 

361 

277 

225 

908 

285 

1,456 

12,176 

－ 

16,198 

273 

102 

72 

55 

45 

264 

48 

292 

2,234 

43 

3,154 

＜短期借入金の限度額＞ ４００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）竹森 三治 （理事・定数２人・

任期２年）波川 鎭男、田島 和幸 （監事・定数２人・任期２年）（非常勤）

一川 邦彦、（非常勤）碓井 憲男 
＜職員数＞ ３６５人（常勤職員２９３人、非常勤職員７２人） 



 

 

＜組織図＞ 

理  事  長   監  事（非常勤） 
理   事 

 
品質管理監 
監査室 

                          管 理 部 
                             総  務  課 
                             会 計 課 
                                      企画管理課 
                          業務調整部 
                             栽培試験課 
                             種苗検査課 
                             種苗生産課 
                             品種保護対策課 
               病害検査課 
               調査研究調整役 
 

北海道中央農場（北海道） 
    後志分場（北海道） 

                          胆振農場（北海道） 
                          十勝農場（北海道） 
                          上北農場（青森県） 
                          嬬恋農場（群馬県） 
                          八岳農場（長野県） 
                          西日本農場（岡山県） 
                          雲仙農場（長崎県） 
                          鹿児島農場（鹿児島県） 
                          沖縄農場（沖縄県） 

 



中期目標

第１ 中期目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで

の５年間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項

１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等

栽培試験については、「新たな農林水産省知的財産戦略」（平成２２年３月１日農林

水産省公表）において、保護強化が重要とされている植物新品種について、国がその

育成者に育成者権を付与するため、「種苗法」（平成１０年法律第８３号）に基づき実

施するものであるが、同戦略の推進策として、品種登録の申請者が権利を取得し易く

するために審査を迅速化することや、問題化している育成者権の侵害への対策を行う

ため、民間等への栽培試験の委託も活用しつつ、業務の強化を図り、重点的に実施す

るものとする。

（１）「新たな農林水産省知的財産戦略」に即した栽培試験の国際調和、迅速化等

ア 品種登録審査の国際標準化・迅速化に資するため、栽培試験業務に関係する

国際機関であるＵＰＯＶ（植物新品種保護国際同盟）が開催する会議に職員を

派遣するとともに、海外の栽培試験実施機関との栽培試験方法や評価手法につ

いての調和を図り、我が国と海外との栽培試験結果の相互使用を推進する。

イ 栽培試験結果の報告期限の短縮を図り、栽培試験終了後、平均して８０日以

内に農林水産省に報告する。

ウ 栽培試験の実施に当たって、農場の選択及び対照品種の選定等を的確かつ迅

速に行うことにより、一層の合理化を図る。

エ 一部の植物種類において実施している栽培試験の民間委託について、その拡

大を図るため、公募案件数の拡大に努める。

オ 栽培試験の結果について、電子媒体での検定・報告を推進し、審査等に係る

コストについて一層の効率化を図る。

（２）効率的な育成者権の侵害対策及び活用促進

ア 登録品種の育成者権侵害等に対して、品種保護対策役の柔軟な配置等による

効率的な運営体制の下で、機動的な全国対応を行う。

イ 品種保護Ｇメンの海外への派遣については、制度未整備国における啓発に十

分効果が見込まれる対象に限定するとともに、十分効果が発揮できる方法によ

り行う。

２ 農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等

農作物の種苗の検査は、種苗法に基づき流通段階の種苗の表示や品質の検査を実

施するものであるが、種苗に農薬を使用する場合の表示義務の強化に対応するとと

もに、国際的な種子流通の活性化に伴う種子伝染性病害の拡大を防止するため、業

務の重点化を図りつつ、その監視を強化する。



（１）種苗検査の集約化

本所、北海道中央農場及び西日本農場の３か所で実施している種苗検査業務の

うち、実験室における品質検査（発芽検査、純潔種子検査及び病害検査）を全て

本所へ集約化し、北海道中央農場及び西日本農場については、配置人員の適正化

を図る。

（２）検査手数料の見直し

種苗業者等からの依頼に基づく種苗検査については、管理費も含めて検査コス

トに見合った料金を徴収するように手数料を見直す。

３ ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

ばれいしょ及びさとうきびは、畑作振興上の重要な基幹作物である一方、増殖率

が低く、病害虫に極めて弱いため、種苗生産については、原原種（センター）、原種

（道県）及び採種（農協）の３段階増殖体系を基本とする。

原原種については、センターが道県の需要量に即した健全無病な種苗を確実に生

産し、配布するものとする。

（１）原原種生産の効率化

ア 「食料・農業・農村基本計画」（平成２２年３月３０日閣議決定）に即し、道

県の需要に対応した健全無病な種苗の供給を前提に、品質・生産力の向上、省

力化及びコストの低減を図り、効率的な原原種の生産を行う。

イ ばれいしょ原原種について、民間におけるマイクロチューバー等の器内増殖

技術を用いた原原種生産の定着状況等を踏まえつつ、民間等への部分的な移行

を引き続き行う。

（２）ばれいしょ原原種配布価格の見直しと余剰種苗等の販売量の増加

ア ばれいしょ原原種について、関係都道府県や生産団体と協議しつつ、一般栽

培農家の経営に大きな影響を与えることなく、その配布価格を引き上げること

により、自己収入の拡大を図る。

イ 余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗の一般種いも等としての販売量の増加

について、引き続き関係機関と協議し、自己収入の拡大を図る。

４ １～３の業務に係る技術に関する調査及び研究

（１）調査研究成果目標の明確化

調査研究業務は、業務の改善のために、技術の改良や試験研究機関で開発され

た成果の導入・実用化を行うことを主眼としていることから、「重点調査研究課題

の５年後の主要な技術開発目標」において、期待される業務の改善に係る具体的

な成果目標を明らかにするものとする。

（２）調査研究課題の重点化

調査研究の対象について、候補から選択を要する案件については、センターが

設置している調査研究評価委員会（外部有識者で構成）により、事前・期中・完

了後の評価を行い、評価結果を事業の選定・実施に適切に反映させることにより、

事業の重点化及び透明性の確保に努める。



（３）試験研究機関との連携と外部資金の活用

調査研究を進めるに当たっては、試験研究機関等と情報交換・共同研究を行う

など密接な連携を図るとともに、外部資金の積極的な活用を図る。

（４）知的財産権の管理

特許権については、特許権を保有する目的を明確にした上で、当該目的を踏ま

え、登録・保有コストを勘案しつつ、特許収入の確保等について検討する。

５ 業務運営一般の効率化

（１）効率化目標の設定

運営費交付金を充当して行う事業については、業務の見直し及び効率化を進め、

一般管理費（人件費を除く。）については、毎年度平均で少なくとも対前年度比３

％の抑制、業務経費については、毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制

をすることを目標に、削減する。

なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行っ

た上で、適切な見直しを行うものとする。

（２）人件費の適正化等

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員

給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し、その

適正化に取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表するものとする。

総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に

関する法律」（平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で５％

以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を平成２３年度も引き続き着実に実

施するとともに、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２２年１１

月１日閣議決定）に基づき、政府における総人件費削減の取組を踏まえるととも

に、今後進められる独立行政法人制度の抜本見直しの一環として、厳しく見直す

こととする。

なお、一般職員等については、役員と同様に業務実績評価を報酬に反映する等

といった、新たな評価制度の円滑な運用を図る。

（３）契約の点検・見直し

ア 契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成

２１年１１月１７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施することにより、契

約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図る。

また、密接な関係にあると考えられる法人との契約に当たっては、一層の透

明性の確保を追求し、情報提供の在り方を検討する。

イ 余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗をでん粉原料用として販売する際には、

一般競争入札を導入するなど、契約方法を見直す。

（４）保有資産の見直し等

毎年度、土地・建物等資産の利用度及び将来の使用見込みについて調査し、経

済合理性の観点に沿って、その保有の必要性について検討を行い、支障のない限

り、国への返納等を行う。



（５）内部統制の充実・強化等

ア 適切な業務の遂行の支障となる問題を解決するため、リスク管理委員会を設

置し、円滑な運営を図る。

イ 「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の方針を踏まえ、適切な情報

セキュリティ対策を推進する。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等

（１）「新たな農林水産省知的財産戦略」に即した栽培試験の実施体制の強化等

ア 栽培試験については、全出願品種を対象とすることを原則としつつ、効率的に

実施するものとし、出願動向を踏まえ、栽培試験実施体制の強化を図る（中期目

標終了年度の実施点数は、前年度出願点数（特性審査のうち資料調査によるもの

を除く。）の７０％以上）。

イ 栽培試験対象植物の種類を拡大（中期目標期間中に５０種類）するとともに、

植物の種類別の栽培・特性調査マニュアル（中期目標期間中に５０種類）及び必

要に応じた特殊検定マニュアルの作成等により栽培試験品質の確保・向上を図

る。

ウ 栽培試験のリファレンスコレクションとして既に収集・保存している品種につ

いて、育種の方向や出願品種の動向等を踏まえつつ整理を行い、対照品種として

迅速に供試できる保存体制を整備し、中期目標期間中に新たに１,５００点を拡

大する。

エ 新規植物の種類別審査基準案の作成件数の拡大（中期目標期間中６０種類程度）

を図る。

オ 出願者から送付された出願品種の種子及び種菌の確実な保存を図る。

カ 先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、栽培試験担当者の業務運営能

力の向上を図る。

キ 栽培試験により得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（２）「新たな農林水産省知的財産戦略」に即した育成者権の侵害対策及び活用促進と

水際取締制度の強化に向けた連携

ア 育成者権の侵害及び活用に関する情報の収集及び分析を行い、育成者権者、公

的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者権者等」という。）に対して情報

の提供を行う。

イ 植物に関する知的財産権制度が未整備の国に関する情報については、関係行政

機関で共有するとともに、特に水際対策を実施する税関に対し、定期的に情報提

供を行うなど、積極的な協力体制を構築する。

ウ 育成者権者等から育成者権の侵害及び活用に関する相談を受けて、対抗措置及

び活用方法に関する助言を行うとともに、６次産業化の促進に向け、地域資源を

活かした新たな産業の創出等を支援するため、品種の保護活用に関するアドバイ

スを行う。

エ 育成者権の侵害事実の判定



（ア）育成者による権利行使を支援するため、育成者権者等からの依頼に基づき、

育成者権を侵害した種苗等を判定するための品種の類似性に関する試験を実施

するとともに、調査研究成果等を踏まえ、ＤＮＡ分析による品種類似性試験の

対象植物の拡大を図る。

（イ）育成者権者等からの依頼に基づき、育成者権の侵害の事実を証明・立証する

ための種苗、物品等を保管する。

（ウ）「育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣

の意見聴取に関する省令」（平成１８年農林水産省令第４号）に基づき、農林

水産省から育成者権侵害物品に係る資料の鑑定の嘱託があった場合には、迅速

かつ的確にＤＮＡ鑑定を実施し、速やかに鑑定結果を報告する。

（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性試験を的確に実施するため、登録品種等の

ＤＮＡ情報のデータベース化を行う。

（３）「東アジア植物品種保護フォーラム」の推進に向けた支援

東アジア諸国における品種保護制度の整備に向け、日本のイニシアティブにより、

ＡＳＥＡＮ＋日中韓の１３カ国により設立された「東アジア植物品種保護フォーラ

ム」の活動強化を支援するため、参加国等に対する栽培試験技術の付与や品種保護

関係の人材育成に向け、積極的な協力を行う。

２ 農作物（飼料作物を除く。）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等

（１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査等の充

実

ア 指定種苗の表示検査（１５，０００点程度／年度）及び集取（３，０００点程

度／年度）を計画的かつ的確に実施する。

イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（平成２０年７月３日農林水産省告示第

１７１３号）による検査において、国際的な種子流通の活性化に対応して、病害

検査の実施点数を増加させる。

ウ 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」

（平成１５年法律第９７号）第３２条の規定に基づき、同条第２項の農林水産大

臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に実施する。

エ 先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗検査担当者の業務運営能

力の向上を図る。

オ 種苗検査により得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施

ア 検査依頼のあった日から、原則として５０日以内に検査結果の報告を行う。

イ 依頼者の意向を把握し、業務の質の向上を図るとともに、検査結果についてク

レームがあった場合には、適切に処理する。

ウ 国際的な種子流通の活性化、種苗業者におけるリスク管理の必要性の高まり等

に対応するため、依頼検査における検査項目の拡大を図る。

エ ＥＣ（現ＥＵ）との協議に基づくＥＵ向け輸出野菜種子の検査及びＯＥＣＤ品

種証明制度に基づくてんさい種子の検査を着実に実施する。



オ 種苗検査等の業務に関係する国際機関であるＩＳＴＡ（国際種子検査協会）等

が開催する会議に職員を派遣し、国際規格の策定に参画する。

３ ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

（１）需要に即した原原種の安定供給

ア 「食料・農業・農村基本計画」に即し、道県の需要量に対応した原原種の供給

量を安定的に確保（需要量のほぼ１００％を確保できる生産配布計画の作成）す

る。その方策として、同一品種を複数農場で栽培すること等により、台風や冷害

等の気象変動や病虫害の発生等のリスク分散を行う。

イ 新たな病害の発生等に対応し、原原種の無病性（病害罹病率０.１％未満）と

品質（ばれいしょ萌芽率９０％以上、さとうきび発芽率８０％以上）を確保する。

ウ ばれいしょ原原種の培養系母本を基にした急速増殖技術を活用した生産体系に

おいて、培養変異のチェックを強化し、品種の純粋性の維持を図る。

エ 「食料・農業・農村基本計画」の生産数量目標の「克服すべき課題」として掲

げられている、生食、加工食品用、でん粉原料等の用途に応じた原料ばれいしょ

の安定供給体制の構築や、加工食品用途（フライドポテト等）への供給拡大に対

応するため、第２期中期計画で導入した急速増殖によるミニチューバーを用いた

原原種生産体系の拡大による新品種等の原原種の供給期間の短縮を図る。

オ 原原種の配布申請時から配布開始までを次の期間内に行う。

（ア）ばれいしょ：１.５か月

（イ）さとうきび：２か月

カ 原原種の配布先である道県の意向を把握し、業務の質の向上を図るとともに、

クレームがあった場合には、適切に処理する。その際、顧客満足度を５段階評価

で数値化し、４以上を目標とする。

キ 「食料・農業・農村基本計画」に即し、不測時においてばれいしょへの転換等

により食糧の増産が図られるよう、種苗の緊急増殖等のための支援体制を確保す

る。

ク ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関等に対し、技術

の提供及び健全無病種苗の配布を行うとともに、試験研究機関等と連携し、母本

の早期無毒化等により、新品種の開発・普及を支援する。

ケ 実需者のニーズに対応し、小粒種いもを供給するとともに、大型コンテナ等に

よる省力的な配布を行う。

コ 先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、原原種の生産担当者の業務運

営能力の向上を図る。

サ 原原種の生産及び配布により得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（２）輪作ほ場等を活用した種苗生産

ア 「農林水産省防災業務計画」に基づく災害対策用種子として、作付面積の多い

品種を主体に、そばの生産及び予備貯蔵（予備貯蔵量１５トン／年度（過去１０

年間の最大需要量））を行う。

イ 公的機関等からの要請に応じて、早期普及が必要な畑作物等の調査研究用種苗



等を生産し、配布する。

４ １～３の業務に係る技術に関する調査及び研究

（１）「新たな農林水産省知的財産戦略」に即したＤＮＡ品種識別技術の開発

ア 育成者権の保護強化を図り、海外での権利侵害の事実の確認や適切かつ迅速な

水際取締りを可能とするため、ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象植物の拡

大のための技術開発を行うとともに、実用化段階にあるＤＮＡ品種識別技術のセ

ンター内での妥当性確認を行う。

イ 農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識別技術の実用化を行う。

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した種子伝染性病害の検査技術の確立

種子伝染性病害に対するニーズを踏まえ、重要な種子伝染性病害の検査法を確立

する。

（３）コスト低減と品質の向上のための原原種生産技術の開発

ア 種苗生産のコスト低減に係る技術を開発する。

イ 最近国内で発生が確認された重要病害の検定手法を実用化するとともに、既存

の病害検定手法の高度化を図る。

（４）調査研究能力の向上

先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、調査研究実施者の調査研究能力

の向上を図る。

５ 種苗に係る情報の収集、整理及び提供並びに技術指導

（１）栽培試験に係る情報の収集及び整理を行い、品種登録出願者への情報提供の充実

を図る。

（２）農山漁村の６次産業化を推進する観点から、センターが保有するリファレンスコ

レクション等について、必要な情報の提供を行う。

（３）種苗業者に対し、技術講習会の開催等により、技術指導を行う。

（４）ばれいしょ、さとうきび種苗生産者等に対する技術情報の提供を行う。

（５）調査研究成果について、専門誌、ホームページ等での情報提供を行う。

（６）外国からの専門家派遣要請に基づき、職員を当該国へ派遣し、技術指導を行う。

また、海外研修員の受入れ及び研修を実施する。

６ 農作物に関する技術上の試験及び研究の素材となる植物の保存及び増殖

（１）ジーンバンク事業の的確な実施

独立行政法人農業生物資源研究所が実施するジーンバンク事業の計画に沿って、

栄養体植物遺伝資源の保存等を担当するサブバンクとして、植物遺伝資源の保存、

再増殖及び特性評価を行う。

（２）生物多様性条約第１０回締約国会議に関連する取組

生物多様性条約第１０回締約国会議において議決された名古屋議定書は、遺伝資

源の利用により生じる利益の公正かつ衡平な配分や持続可能な利用を実現すること

を目的としており、今後、議定書の内容の円滑な推進に向け、センターが有する遺



伝資源植物の保存・増殖技術や、品種特性分析手法について、その活用を図ること

とし、遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する会議等に職員を派遣する。

第４ 財務内容の改善に関する事項

適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。



（単位：円）
資産の部

Ⅰ流動資産
現金及び預金
業務未収金
未収金
たな卸資産
前渡金
その他の流動資産

流動資産合計
Ⅱ固定資産

1 有形固定資産
建物

減価償却累計額
減損損失累計額

構築物
減価償却累計額
減損損失累計額

機械及び装置
減価償却累計額

車両運搬具
減価償却累計額

工具器具備品
減価償却累計額

土地
建設仮勘定
有形固定資産合計

2 無形固定資産
特許権
ソフトウェア
電話加入権
無形固定資産合計

3 投資その他の資産
預託金
投資その他の資産合計

固定資産合計
資産合計

負債の部
Ⅰ流動負債

運営費交付金債務
業務未払金
未払金
未払消費税等
未払費用
リース債務(短期)
前受金
預り金

流動負債合計
Ⅱ固定負債

リース債務(長期)
資産見返負債

資産見返運営費交付金
建設仮勘定見返運営費交付金
建設仮勘定見返施設費
資産見返物品受贈額

固定負債合計
負債合計

純資産の部
Ⅰ資本金

政府出資金
資本金合計

Ⅱ資本剰余金
資本剰余金
損益外減価償却累計額（△）
損益外減損損失累計額（△）

資本剰余金合計
Ⅲ利益剰余金

積立金
当期未処分利益
（うち当期総利益 ）
利益剰余金合計
純資産合計

負債純資産合計 9,292,248,984

△ 3,506,235,224
△ 51,523,186

△ 1,291,834,850

387,983
387,983

2,208,337
8,407,167,866

1,820,354

391,820,383
885,081,118

9,696,794,379
9,696,794,379

2,265,923,560

9,292,248,984

59,936,420

290,850,854

6,383,416 389,673,770

44,671,566
347,302,158
2,309,300
18,393,490
1,049,771
284,800

19,313,230
493,260,735

2,146,613

5,090,154,410

8,688,578,052

1,945,034

1,890,200

8,693,943,435

76,295,039
71,573,432 4,721,607
410,090,481
351,830,497 58,259,984

598,305,549

5,071,256,592
2,365,296,913

39,800,392 2,666,159,287

88,495,203

貸　借　対　照　表
（平成２５年３月３１日）

501,610,979
7,643,313

251,944

10,500

1,033,359

92,439,500

85,940,000
6,499,500

287,192,056 74,921,705

293,610

1,853,969,688
1,143,403,135

8,644,994 701,921,559
362,113,761

4,868,593

496,790
496,790

【種苗管理センター】



（単位：円）
Ⅰ経常費用

業務費
給与、賞与及び諸手当
法定福利費・福利厚生費
退職金費用
その他人件費
外部委託費
業務材料費
賃借料
減価償却費
保守・修繕費
施設管理外注費
水道光熱費
旅費交通費
消耗品費
備品費
その他業務経費

一般管理費
役員報酬
給与、賞与及び諸手当
法定福利費・福利厚生費
退職金費用
その他人件費
外部委託費
賃借料
減価償却費
保守・修繕費
施設管理外注費
水道光熱費
旅費交通費
消耗品費
備品費
諸謝金
支払手数料
租税公課
その他管理経費

財務費用
支払利息

経常費用合計

Ⅱ経常収益
運営費交付金収益
事業収益
受託収入
資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入
資産見返物品受贈額戻入

寄附金収益
預り寄附金戻入

財務収益
受取利息

雑益
経常収益合計

経常損失

Ⅲ臨時損失
その他の臨時損失

Ⅳ臨時利益
固定資産売却益
その他の臨時利益

Ⅴ当期純利益

Ⅵ当期総利益

360,000 360,000

1,220 1,220
8,155,835

3,061,912,151
83,137

1,596,000 1,596,000

987,352
1,079,768 2,067,120

387,983

387,983

3,061,995,288

2,706,891,768

46,957,597

126,067,190
11,925,679 137,992,869

161,552,862

13,247,404 741,560,772

56,257 56,257

16,877,254
14,994,365
1,599,150

982,950
1,881,211
7,923,134

25,619,776
13,777,858

37,080,637
372,906,333
55,575,609
141,516,372
7,403,293

18,437,609

2,320,378,259

8,255,302
109,917,312
6,052,419
49,787,645
57,423,871
30,071,306
74,079,916
13,885,875
41,434,616
12,611,241
13,893,914

1,206,836
5,059,846
5,471,135

95,403,471

損　益　計　算　書
（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日）

1,353,788,824
201,173,023
252,599,524
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