
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

財　　産　　目　　録
平成２８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 40,346

  普通預金 三井住友銀行東京公務部　 運転資金として 272,972,229

三菱東京UFJ銀行本店 運転資金として 212,162

北洋銀行本店営業部 運転資金として 36,136

JAしずない本所 運転資金として 153,265

みちのく銀行七戸支店 運転資金として 181,416

鹿児島銀行野方代理店 運転資金として 199,953

  外貨普通預金 三井住友銀行東京公務部 運転資金として 795

<現金・預金計> 273,796,302

  未収入金 会費収入 管理運営の用に供する会費の未収分 1,046,000

補助金収入 管理運営の用に供する補助金の未収分 441,000

種付料収入 公益目的事業に供する種付料の未収分 16,475,599

その他 公益目的事業に対する未収分 291,870

<未収入金計> 18,254,469

 　前払金 退職金 公益目的事業に供する職員の退職金支払分 22,755,392

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 200,000

<前払金計> 22,955,392

 　仮払金 委託費 公益目的事業に供する委託費の仮払分 892,400

保険料 公益目的事業に供する海外保険料の包括契約仮払分 13,140

旅費 その他の事業（相互扶助等事業）に供する仮払分 827,716

<仮払金計> 1,733,256

  飼料棚卸品 飼料 公益目的事業に供する種牡馬の飼料 4,013,088

<飼料棚卸品計> 4,013,088

  薬品棚卸品 薬品 公益目的事業に供する薬品 621,683

<薬品棚卸品計> 621,683

  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 -105,436

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 -6,729,599

<貸倒引当金計> -6,835,035

流動資産合計 314,539,155

（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。 104,156,166

平成28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。 2,306,341

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。 10,473,936

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。 34,729,778

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。 6,768,047

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。 255,825,000

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。 3,881,740,000

地方債（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。 822,727,000

社債（8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。 4,094,537,000

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。 34,437,549

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。 1,065,263

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。 380,034

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。 4,122,206

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。 848,857,229

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。 420,557,429

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。 5,507,423

<事業用特定資産計> 11,431,890,401

　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。 430,487,160

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。 16,213,674

<退職給付引当資産計> 446,700,834

　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。 9,159,360

<役員退任慰労引当資産計> 9,159,360

　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。 6,825,413

<修繕積立資産計> 6,825,413

　種牡馬 12頭 公益目的事業の用に供している。 3,154,504,860

<種牡馬計> 3,154,504,860

　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。 161,798,728

<建物計> 161,798,728

　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。 32,670,800

<構築物計> 32,670,800

　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。 2,800,262

<機械及び装置計> 2,800,262

　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。 9,513,716

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。 1

<什器備品計> 9,513,717

　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。 52,554,964

<ソフトウェア計> 52,554,964

　リース資産 JBISサーバ 公益目的事業の用に供している。 2,750,675

<リース資産計> 2,750,675

<特定資産計> 15,616,193,614



財　　産　　目　　録
平成２８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

（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。 470,508,668

七戸種馬場（10件） 公益目的事業の用に供している。 38,116,371

九州種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 68,256,562

胆振検疫施設（10件） 公益目的事業の用に供している。 71,254,817

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。 211,441,719

胆振検疫施設（1件）、研修ｾﾝﾀｰ（1件） その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 993,651

<建物計> 860,571,788

　構築物 堆肥場、パドック等

静内種馬場（46件） 公益目的事業の用に供している。 84,374,934

七戸種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 1,164,000

九州種馬場（7件） 公益目的事業の用に供している。 5,770,940

静内検疫施設（1件） 公益目的事業の用に供している。 3,151,114

胆振検疫施設（21件） 公益目的事業の用に供している。 12,463,374

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。 2

<構築物計> 106,924,364

　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。 623,254

<車両運搬具計> 623,254

　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。 8,111,639

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> 8,111,651

　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。 627,685

<機械及び装置計> 627,685

　種牡馬 6頭 公益目的事業の用に供している。 569,129,257

<種牡馬計> 569,129,257

　リース資産 公用車 公益目的事業の用に供している。 1,297,800

<リース資産計> 1,297,800

　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

<その他固定資産計> 1,749,541,213

17,365,734,827

資産合計 17,680,273,982

（流動負債） 未払金 芝税務署 消費税 56,616,800

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 4,151,619

（株）ミツエーリンクス 公益目的事業に供する諸経費の未払分 500,000

（株）レックス 494,000

（株）ＪＴＢ首都圏 公益目的事業に供する諸経費の未払分 301,960

公益目的事業に供する諸経費の未払分

（株）ＪＴＢ首都圏 その他の事業（相互扶助等事業）に供する諸経費の未払分 72,380

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 7,339

天賞堂 公益目的事業に供する諸経費の未払分 8,640

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 731,000

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 6,892,000

岐阜県、石川県、愛知県 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 1,500,000

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 266,896

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 669,183

<未払金計> 72,211,817

　預り金 役職員外 源泉所得税、社会保険料、住民税外 10,558,206

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> 16,558,206

　仮受金 日本中央競馬会 助成金返還分 4,267,676

（公財）全国競馬・畜産振興会 助成金返還分外 6,802,395

その他 種付料、会費、預金利息返還分 2,353,983

<仮受金計> 13,424,054

　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 5,083,986

<賞与引当金計> 5,083,986

　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 759,643

<未払費用計> 759,643

　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 6,006,341

（公財）全国競馬・畜産振興会 公益目的事業に供する補助金 10,473,936

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 91,122,008

（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 5,507,423

<預り補助金計> 113,109,708

　支払補償引当金 種付料収入 公益目的事業の用に供する支払補償費 11,385,000

<支払補償引当金計> 11,385,000

流動負債合計 233,883,614

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 9,159,360

<役員退任慰労引当金計> 9,159,360

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 459,820,101

<退職給付引当金計> 459,820,101

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 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 2,048,375

<長期リース債務計> 2,697,275

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 699,985,691

<長期預り補助金計> 699,985,691

固定負債合計 1,171,662,427

負債合計 1,405,546,041

正味財産 16,274,727,941


