
固定資産合計

988,469,258

公益目的事業の用に供している。

軽種馬生産育成総合対策事業特定資産

軽種馬生産基盤整備対策事業特定資産

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。
217,625,000

軽種馬経営強化改善資金特別融通事業特定資産 三井住友銀行東京公務部　
その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

軽種馬生産育成強化対策事業特定資産 三井住友銀行東京公務部　
その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

<役員退任慰労引当資産計>

優良繁殖牝馬導入促進事業特定資産 三井住友銀行東京公務部　
その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

<保証金計> 21,994,578

<種牡馬計> 436,519,583

<リース資産計> 663,732

190,638

<機械及び装置計> 759,294

<ソフトウェア計> 672,000

<電話加入権計> 2,129,862

公益目的事業及びその他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 216,000

<敷金計> 492,000

126,383,165

733,395,791

<土地計>

<退職給付引当資産計>

その他 公益目的事業に対する未収分 1,453,241

その他
公益目的事業に供する海外保険料の包括契約仮払分外

13,140

管理運営の用に供している。

管理運営の用に供している。 276,000

ﾊﾟｿｺﾝ外

３回線

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 714,972

663,732

436,519,583

165,844,565

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

11,301,752公益目的事業の用に供している。超音波診断装置、内視鏡ｼｽﾃﾑ外

<車両運搬具計> 4,383,280

せり市場施設（2件）

　機械及び装置

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

公益目的事業の用に供する資産として管理している。

<ソフトウェア計>

業務委託費

255,073,467

公益目的事業の用に供する種牡馬購入資産として管理している。

　建物

せり市場施設（3件）

せり表示機、ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ外

　車両運搬具

4,383,280

166,442,818

208,722

<構築物計>

<車両運搬具計>

4,723,833

公益目的事業の用に供する資産として管理している。
4,723,833

208,722

<建物計>

<機械及び装置計>

277,124,552

66,128

実技研修棟、輸出検疫用厩舎

公益目的事業の用に供している。

軽種馬生産地情報収集案内提供事業特定資産 三井住友銀行東京公務部　
公益目的事業の用に供している。

ﾊﾟｿｺﾝ、馬衡器外　什器備品

公用車、トラクター

種牡馬厩舎、事務所等（71件）

　構築物

堆肥場、パドック等（83件）

　什器備品

公益目的事業の用に供している。

<構築物計>

　電話加入権 18回線 公益目的事業及びその他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 1,939,224

　種牡馬 ７頭 公益目的事業の用に供している。

公益目的事業の用に供している。

管理運営の用に供している。 70,005

3,922,497

277,124,552

759,294

12,086,729

種馬場用地（静内種馬場外）　（744,530.84㎡）

公益目的事業の用に供する資産として管理している。
3,922,497

<特定資産計> 15,413,726,764

JBIS-DBｻｰﾊﾞｰ

<リース資産計>

JBIS-Search開発費外

<什器備品計> 13,399,584

126,383,165

<種牡馬計> 1,712,390,261

公益目的事業の用に供する資産として管理している。

公益目的事業の用に供する資産として管理している。

車両消毒装置

公益目的事業の用に供する資産として管理している。
13,333,456

63,789,092

公益目的事業の用に供する資産として管理している。

堆肥場、ﾊﾟﾄﾞｯｸ

軽ﾄﾗｯｸ、ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞﾄﾚｰﾗｰ

63,789,092

　リース資産 公用車 公益目的事業の用に供している。

ﾊﾟｿｺﾝ
その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

　機械及び装置 車両消毒装置 公益目的事業の用に供している。

<什器備品計>

<建物計>

700,313,388

22頭 1,712,390,261
公益目的事業の用に供する資産として管理している。

700,313,388

<種牡馬購買資産計>

5,152,000

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。
8,234,949

8,012,677

国債
運用益をその他の事業（相互扶助等事業）の財源として使用している。

3,827,300,000

365,424

1,315,033,549

8,929,746

12,106,069,322

539,563,688

500,000,000

三井住友銀行東京公務部　 18,028,926

社債

  貸倒引当金

種付料収入

<貸倒引当金計> -12,109,640

会費収入

-11,566,276

  薬品棚卸品

飼料  飼料棚卸品

薬品

  外貨普通預金

  未収入金

 　前払金

 　仮払金

地方債
運用益をその他の事業（相互扶助等事業）の財源として使用している。

流動資産合計

（固定資産）

三井住友銀行東京公務部　

三菱東京UFJ銀行本店

　特定資産 　事業特定資産

管理運営の用に供する会費の未収に対する貸倒引当分 -543,364

4,892,134

4,892,134

預り補助金
公益目的事業に供する間接補助事業の仮払分

3,500,000

18,580その他
管理運営の用に供する仮払分外

委託費
公益目的事業に供する委託費の仮払分

169,354

<前払金計> 29,365,000

6,800,000
公益目的事業に供する委託費の前払分

<未収入金計> 35,742,743

業務委託費
その他の事業（相互扶助等事業）に供する委託費の前払分

19,265,000

保険料 公益目的事業に供する種牡馬の保険料 3,300,000

その他 その他事業（相互扶助等事業）に対する未収分 138,950

種付料収入 公益目的事業に供する種付料の未収分 29,832,552

三井住友銀行東京公務部

補助金収入 管理運営の用に供する補助金の未収分

会費収入

使用目的 金額

74,342

475,982,035

（流動資産） 現金預金

運転資金として

運転資金として

貸借対照表科目 場所・物量等

  現金

  普通預金

手許保管

三井住友銀行東京公務部外

1,414,503

477,470,880

3,648,000

598,253

484,896,572

501,497

670,000

<現金・預金計>

管理運営の用に供する会費の未収分

運転資金として

<飼料棚卸品計>

公益目的事業に供する薬品

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

　種牡馬購買積立資産 三井住友銀行東京公務部

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。

三井住友銀行東京公務部

　退職給付引当資産

5,152,000

192,478,328

192,478,328

三井住友銀行東京公務部 476,661,623

<事業用特定資産計>

　リース資産

明治安田生命保険相互会社

　種牡馬

　役員退任慰労引当資産

　ソフトウェア

　車両運搬具

　その他固定資産

　建物

　土地

　構築物

　敷金 借上舎宅用

　保証金 JBISｾﾝﾀｰ保証金 公益目的事業の用に供している。 21,994,578

<その他固定資産計> 1,911,737,686

　ソフトウェア ｿﾌﾄ開発（配合処理） 公益目的事業の用に供している。 672,000

17,325,464,450

17,865,028,138資産合計

財財財財　　　　　　　　産産産産　　　　　　　　目目目目　　　　　　　　録録録録

平成２４年１２月３１日現在

（単位：円）

役員退任慰労引当金見合の引当資産として管理している。

3,701,074

運用益をその他の事業（相互扶助等事業）の財源として使用している。
2,210,248,000

501,497

4,000,526,000

公益目的事業に供する種付料に対する貸倒引当分

<仮払金計>

運用益をその他の事業（相互扶助等事業）の財源として使用している。

<飼料棚卸品計>

公益目的事業に供する種牡馬の飼料



使用目的 金額貸借対照表科目 場所・物量等

財財財財　　　　　　　　産産産産　　　　　　　　目目目目　　　　　　　　録録録録

平成２４年１２月３１日現在

（単位：円）

（固定負債）

　リース債務 JRAｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ外 公益目的事業の用に供するリース資産に係る債務 2,396,100

その他 平成25年度種付料等 3,659,392

港年金事務所
公益目的事業及び管理目的業務に供する社会保険料等の未払分

4,514,048

公益目的事業に供する消費税の未払分外
21,472,700芝税務署

未払金（流動負債）

（株）ＪＴＢ首都圏外
公益目的事業に供する諸経費の未払分

3,593,997

特別区競馬組合外
その他の事業（相互扶助等事業）に供する支払負担金の未払分

1,200,000

3,975,615日高軽種馬農業協同組合外
その他の事業（相互扶助等事業）に供する補助金の未払分

北海道信用農業協同組合連合会
その他の事業（相互扶助等事業）に供する委託費の未払分

376,212

　預り金 役職員外 源泉所得税、社会保険料、住民税外 9,256,188

35,132,572

<預り金計> 15,256,188

　仮受金 日本中央競馬会外 助成金返還分 23,882,834

6,005,928

<仮受金計> 27,542,226

　賞与引当金 職員
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の引当金

6,005,928

　未払費用 職員
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時の社会保険料

835,973

<賞与引当金計>

<未払費用計> 835,973

126,993,905

<リース債務計> 2,396,100

　預り補助金 地方競馬全国協会外
その他の事業（相互扶助等事業）に供する補助金

<預り補助金計> 126,993,905

役員分
公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退任慰労金の引当金

5,152,000役員退任慰労引当金

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

退職給付引当金 569,662,933

<未払金計>

地方競馬全国協会 ｸﾞﾗﾝﾀﾞﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾎﾞｰﾅｽ賞金 6,000,000

長期預り補助金 地方競馬全国協会
その他の事業（相互扶助等事業）に供する補助金

642,631,379

5,152,000

214,162,892

<長期リース債務計> 866,184

<役員退任慰労引当金計>

長期リース債務 JRAｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 公益目的事業の用に供する事務機器の債務 866,184

流動負債合計

<退職給付引当金計> 569,662,933

固定負債合計

負債合計

1,218,312,496

1,432,475,388

<長期預り補助金計> 642,631,379

正味財産 16,432,552,750


