
優良種牡馬整備事業特定資産

軽種馬海外流通促進事業特定資産

馬伝染性子宮炎自衛防疫事業特定資産

軽種馬経営技術指導者養成・技術普及事業特定資産

消費税還付金 消費税

<未収入金計>
176,925,055

176,925,055

財　　産　　目　　録
平成２７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

（流動資産） 現金預金

  現金 手許保管 運転資金として 26,704

  普通預金 三井住友銀行東京公務部　 運転資金として 337,589,202

三菱東京UFJ銀行本店 運転資金として 145,476

北洋銀行本店営業部 運転資金として 53,497

JAしずない本所 運転資金として 350,388

みちのく銀行七戸支店 運転資金として 347,209

鹿児島銀行野方代理店 運転資金として 168,242

  外貨普通預金 三井住友銀行東京公務部 運転資金として 329

<現金・預金計> 338,681,047
  未収入金 会費収入 管理運営の用に供する会費の未収分 2,269,000

補助金収入 管理運営の用に供する補助金の未収分 490,000

種付料収入 公益目的事業に供する種付料の未収分 6,592,043

その他 公益目的事業に対する未収分 642,948

その他 その他事業（相互扶助等事業）に対する未収分 112,765

特定資産利息（総合対策） その他事業（相互扶助等事業）に対する未収分 1,450,000

<未収入金計> 11,556,756

 　前払金 保険料 公益目的事業に供する種牡馬の保険料 11,400,000

  未収消費税等

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 15,690,000

<前払金計> 27,090,000
 　仮払金 委託費 公益目的事業に供する委託費の仮払分 540,781

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 16,880

経過利息分 その他の事業（相互扶助等事業）に供する仮払分 54,794

<仮払金計> 612,455
  飼料棚卸品 飼料 公益目的事業に供する種牡馬の飼料 3,852,437

<飼料棚卸品計> 3,852,437
  薬品棚卸品 薬品 公益目的事業に供する薬品 305,380

<薬品棚卸品計> 305,380
  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 -251,178

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 -5,706,043

<貸倒引当金計> -5,957,221

流動資産合計 553,065,909
（固定資産）

　特定資産 　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。 147,282

平成27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。 1,227,913

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。 7,685,768

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。 18,151,531

平成27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。 7,632,000
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。 8,144,749
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

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。 3,890,485,000

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。 2,866,073,000

社債（5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。 1,775,888,000

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。 27,453,532
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。 937,194
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。 7,231,794
軽種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。 2,780,706
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。 937,535,952
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。 460,100,070
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。 5,863,444

<事業用特定資産計> 12,191,162,935
　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。 480,084,745

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。 17,925,438

<退職給付引当資産計> 498,010,183
　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。 7,990,080

<役員退任慰労引当資産計> 7,990,080

　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。 305,023,597

<種牡馬購買積立資産計> 305,023,597

　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。 25,273,537

<修繕積立資産計> 25,273,537
　種牡馬 14頭 公益目的事業の用に供している。 1,318,927,957

<種牡馬計> 1,318,927,957
　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。 158,021,907

<建物計> 158,021,907
　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。 38,212,315

<構築物計> 38,212,315
　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。 3

<車両運搬具計> 3
　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。 3,272,203

<機械及び装置計> 3,272,203
　什器備品 画像集積システム（画像サーバ）外 公益目的事業の用に供している。 6,280,341

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。 16,532

<什器備品計> 6,296,873
　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。 62,656,191

<ソフトウェア計> 62,656,191
　リース資産 JBISサーバ 公益目的事業の用に供している。 3,452,975

<リース資産計> 3,452,975
<特定資産計> 14,618,300,756

社債売却分未収入金（１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。 1,000,000,000



財　　産　　目　　録
平成２７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

Mirrer,Griffin&Maks

（固定負債）

　その他固定資産 　土地 種馬場用地

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

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

<土地計> 199,824,552
　建物 種牡馬厩舎、事務所等

静内種馬場（44件） 公益目的事業の用に供している。 493,282,811

七戸種馬場（10件） 公益目的事業の用に供している。 40,489,746

九州種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 71,808,458

胆振検疫施設（10件） 公益目的事業の用に供している。 76,997,700

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。 221,578,184

胆振検疫施設（1件） その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 403,979

<建物計> 904,560,878
　構築物 堆肥場、パドック等

静内種馬場（45件） 公益目的事業の用に供している。 87,379,196

七戸種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 1,457,400

九州種馬場（7件） 公益目的事業の用に供している。 6,772,009

静内検疫施設（1件） 公益目的事業の用に供している。 3,436,329

胆振検疫施設（21件） 公益目的事業の用に供している。 13,972,617

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。 51,501

<構築物計> 113,069,052
　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。 1,041,680

<車両運搬具計> 1,041,680
　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。 9,161,807

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

ﾊﾟｿｺﾝ外 管理運営の用に供している。 11

<什器備品計> 9,161,819
　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。 847,429

<機械及び装置計> 847,429
　種牡馬 7頭 公益目的事業の用に供している。 693,405,934

<種牡馬計> 693,405,934
　リース資産 公用車 公益目的事業の用に供している。 1,946,700

<リース資産計> 1,946,700
　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

3回線 管理運営の用に供している。 190,638

<電話加入権計> 2,129,862
　敷金 借上舎宅用 公益目的事業の用に供している。 301,000

<敷金計> 301,000
　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

<保証金計> 21,994,578
<その他固定資産計> 1,948,283,484

16,566,584,240

資産合計 17,119,650,149
（流動負債）  未払金 芝税務署 消費税（中間申告） 5,294,000

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 4,614,073
公益目的事業に供する諸費用の未払分 1,190,896

札幌臨床検査センター㈱ 公益目的事業に供する諸費用の未払分 54,681

（株）ＪＴＢ首都圏 公益目的事業に供する諸経費の未払分 360,640

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 3,883

その他 公益目的事業に供する諸経費の未払分 6,060

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 675,000

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 6,407,000

岐阜県、石川県 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 1,300,000

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 281,198

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 617,167

<未払金計> 20,804,598
　預り金 役職員外 源泉所得税、社会保険料、住民税外 11,245,389

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

<預り金計> 17,245,389
　仮受金 日本中央競馬会 助成金返還分 5,692,748

（公財）全国競馬・畜産振興会 助成金返還分外 7,813,063

その他 預金利息返還分 118,260

<仮受金計> 13,624,071
　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 5,623,200

<賞与引当金計> 5,623,200
　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 828,306

<未払費用計> 828,306
　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

JRAｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ（株） 公益目的事業の用に供するリース資産に係る債務 702,300

<リース債務計> 1,351,200
　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 4,927,913

（公財）全国競馬・畜産振興会 公益目的事業に供する補助金 7,685,768

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 106,842,430

（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 5,863,444

<預り補助金計> 125,319,555
　支払補償費 種付料収入 公益目的事業の用に供する支払補償費 49,155,000

<支払補償費計> 49,155,000

流動負債合計 233,951,319
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 7,990,080

<役員退任慰労引当金計> 7,990,080
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 508,175,118

<退職給付引当金計> 508,175,118
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 1,297,800

JRAｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ（株） 公益目的事業の用に供するリース資産に係る債務 2,750,675

<長期リース債務計> 4,048,475
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 814,830,674

<長期預り補助金計> 814,830,674

固定負債合計 1,335,044,347

負債合計 1,568,995,666

正味財産 15,550,654,483


