
軽種馬海外流通促進事業特定資産

軽種馬経営技術指導者養成・技術普及事業特定資産

<特定資産計> 15,868,102,070
<ソフトウェア計> 66,940,034

<什器備品計> 7,255,416
　ソフトウェア JBIS-Search開発費外 公益目的事業の用に供している。 66,940,034

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。 33,064

　什器備品 ﾊﾟｿｺﾝ、馬衡器外 公益目的事業の用に供している。 7,222,352
<機械及び装置計> 3,827,662

　機械及び装置 車両消毒装置、乗用芝刈機 公益目的事業の用に供している。 3,827,662
<車両運搬具計> 50,801

　車両運搬具 軽ﾄﾗｯｸ、ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞﾄﾚｰﾗｰ 公益目的事業の用に供している。 50,801
<構築物計> 45,000,046

　構築物 堆肥場、ﾊﾟﾄﾞｯｸ 公益目的事業の用に供している。 45,000,046
<建物計> 168,648,543

　建物 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。 168,648,543
<種牡馬計> 1,683,277,529

<修繕積立資産計> 100,000,000
　種牡馬 15頭 公益目的事業の用に供している。 1,683,277,529

　修繕積立資産 三井住友銀行東京公務部
既存建物等を修繕する時の財源とするために積み立てている資産であり、
特定費用準備資金として管理されている。 100,000,000

<種牡馬購買資産計> 957,811,596

　種牡馬購買積立資産 三井住友銀行東京公務部
種牡馬を購買するために積み立てている資産であり、資産取得資金として
管理している。 957,811,596

<役員退任慰労引当資産計> 6,820,800
　役員退任慰労引当資産 三井住友銀行東京公務部 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。 6,820,800

<退職給付引当資産計> 502,223,663
明治安田生命保険相互会社 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。 15,318,282

　退職給付引当資産 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。 486,905,381

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。 6,077,983

<事業用特定資産計> 12,326,245,980

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。 1,047,247,555
軽種馬経営強化改善資金融通円滑化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。 460,008,317

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。 2,931,573
繁殖牝馬流通活性化事業特定資産 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。 414,029

社債（4銘柄） 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。 2,753,024,000
軽種馬生産基盤整備対策事業特定資産 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。 7,194,116

国債（2銘柄） 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。 3,936,575,000
地方債（4銘柄） 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。 2,915,320,000

軽種馬生産育成総合対策事業特定資産 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。 270,125,000
三菱東京UFJ銀行本店 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。 900,000,000

競走馬のふるさと情報収集提供事業特定資産 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。 6,815,352

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。 7,174,775
平成26年度委託費（概算払）前払金 公益目的事業の用に供している。 7,512,000

平成26年度補助金（概算払）仮払金 公益目的事業の用に供している。 3,700,000
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。 2,126,280

　特定資産 　事業特定資産

流動資産合計 346,247,656
（固定資産）

<貸倒引当金計> -8,923,572
種付料収入 公益目的事業に供する種付料に対する貸倒引当分 -8,574,400

<薬品棚卸品計> 338,865
  貸倒引当金 会費収入 管理運営の用に供する会費の未収に対する貸倒引当分 -349,172

<飼料棚卸品計> 4,182,966
  薬品棚卸品 薬品 公益目的事業に供する薬品 338,865

  飼料棚卸品 飼料 公益目的事業に供する種牡馬の飼料 4,182,966
<仮払金計> 955,450

その他 その他の事業（相互扶助等事業）に供する仮払分 145,800

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 203,677

<前払金計> 35,816,000
 　仮払金 委託費 公益目的事業に供する委託費の仮払分 605,973

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 21,116,000

<未収入金計> 18,559,153
 　前払金 保険料 公益目的事業に供する種牡馬の保険料 14,700,000

その他 管理運営用に供する未収分 87,500

その他 その他事業（相互扶助等事業）に対する未収分 97,050

その他 公益目的事業に対する未収分 1,080,103

種付料収入 公益目的事業に供する種付料の未収分 14,400,000

補助金収入 管理運営の用に供する補助金の未収分 540,000

<現金・預金計> 295,318,794
  未収入金 会費収入 管理運営の用に供する会費の未収分 2,354,500

鹿児島銀行野方代理店 運転資金として 361,438

みちのく銀行七戸支店 運転資金として 32,227

JAしずない本所 運転資金として 113,692

北洋銀行本店営業部 運転資金として 58,825

三菱東京UFJ銀行本店 運転資金として 6,983,647

  普通預金 三井住友銀行東京公務部　 運転資金として 287,687,419

（流動資産） 現金預金

  現金 手許保管 運転資金として 81,546

財　　産　　目　　録
平成２６年１２月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的 金額



財　　産　　目　　録
平成２６年１２月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的 金額

青森県上北郡七戸町荒熊内153　（16,775㎡）

鹿児島県曽於郡大崎町野方3995　（42,273.35㎡）

固定資産合計

（株）ミツエーリンクス

その他

その他

（固定負債）

負債合計 1,673,533,733

正味財産 15,970,754,590

<長期預り補助金計> 957,766,085

固定負債合計 1,488,238,488

<長期リース債務計> 1,946,700
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 957,766,085

長期リース債務 鹿児島トヨペット（株） 公益目的事業の用に供するリース資産に係る債務 1,946,700
<退職給付引当金計> 521,704,903

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 521,704,903
<役員退任慰労引当金計> 6,820,800

流動負債合計 185,295,245
役員退任慰労引当金 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 6,820,800

<預り補助金計> 91,240,585
（公財）全国競馬・畜産振興会 その他の事業（相互扶助等事業）に供する補助金 6,077,983

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 83,027,976

　預り補助金 地方競馬全国協会 公益目的事業に供する補助金 2,134,626
<リース債務計> 648,900

　リース債務 鹿児島トヨペット（株） 公益目的事業の用に供するリース資産に係る債務 648,900
<未払費用計> 834,469

　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 834,469
<賞与引当金計> 5,669,960

　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 5,669,960
<仮受金計> 14,105,659

その他 預金利息返還分 17,203

（公財）全国競馬・畜産振興会 助成金返還分外 5,440,333

<預り金計> 16,281,021
　仮受金 日本中央競馬会 助成金返還分 8,648,123

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

　預り金 役職員外 源泉所得税、社会保険料、住民税外 10,281,021
<未払金計> 56,514,651

管理目的業務に供する諸経費の未払分 26,553

公益目的事業に供する諸経費の未払分 118,259

厚生労働省年金局 管理目的業務に供する社会保険料等の未払分 554,798

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 293,491

特別区外 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 1,700,000

日高軽種馬農業協同組合 その他の事業（相互扶助等事業）に供する補助金の未払分 2,128,000

ひだか東ﾌｧｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ利用組合 その他の事業（相互扶助等事業）に供する補助金の未払分 755,000

NTTファイナンス（株） 公益目的事業に供する諸経費の未払分 12,832

（株）トヨタレンタリース札幌 公益目的事業に供する諸経費の未払分 12,206

（株）ＪＴＢ首都圏 公益目的事業に供する諸経費の未払分 308,960

十勝農業協同組合連合会 公益目的事業に供する諸費用の未払分 475,200

公益目的事業に供する諸費用の未払分 2,904,174

厚生労働省年金局 公益目的事業に供する社会保険料等の未払分 4,560,078
（流動負債） 未払金 芝税務署 消費税 42,665,100

17,298,040,667
資産合計 17,644,288,323

<保証金計> 21,994,578
<その他固定資産計> 1,429,938,597

<敷金計> 256,000
　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

　敷金 借上舎宅用 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。 256,000
<電話加入権計> 2,129,862

3回線 管理運営の用に供している。 190,638

<リース資産計> 2,595,600
　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

<種牡馬計> 152,284,889
　リース資産 公用車 公益目的事業の用に供している。 2,595,600

<機械及び装置計> 1,179,424
　種牡馬 6頭 公益目的事業の用に供している。 152,284,889

<什器備品計> 7,246,737
　機械及び装置 車両消毒装置外 公益目的事業の用に供している。 1,179,424

ﾊﾟｿｺﾝ外 管理運営の用に供している。 11

ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｯﾄﾞﾗｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｰ その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 1

　什器備品 超音波診断装置、内視鏡ｼｽﾃﾑ外 公益目的事業の用に供している。 7,246,725
<車両運搬具計> 3,899,054

<構築物計> 128,667,215
　車両運搬具 公用車、トラクター 公益目的事業の用に供している。 3,899,054

せり市場施設（2件） その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 233,751

胆振検疫施設（21件） 公益目的事業の用に供している。 15,522,476

静内検疫施設（1件） 公益目的事業の用に供している。 3,747,360

九州種馬場（7件） 公益目的事業の用に供している。 7,822,141

七戸種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 1,832,467

静内種馬場（45件） 公益目的事業の用に供している。 99,509,020

<建物計> 909,860,686
　構築物 堆肥場、パドック等

せり市場施設（3件） その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 232,212,167

胆振検疫施設（10件） 公益目的事業の用に供している。 82,988,901

九州種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 75,934,733

七戸種馬場（10件） 公益目的事業の用に供している。 42,973,879

静内種馬場（38件） 公益目的事業の用に供している。 475,751,006

<土地計> 199,824,552
　建物 種牡馬厩舎、事務所等

公益目的事業の用に供している。 1,538,531
公益目的事業の用に供している。 63,851,028

北海道日高郡新ひだか町静内田原517　（652,579.42㎡）公益目的事業の用に供している。 134,434,993
　その他固定資産 　土地 種馬場用地


