
消費税還付金

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普及事業特定資産

軽種馬経営技術指導者養成・技術普及事業特定資産

平成29年度委託費（前払金）

平成29年度委託費（前払金）

平成29年度委託費（仮払金）

平成29年度委託費（前払金）

平成29年度委託費（前払金）

消費税 69,827,342  未収消費税等

公益目的事業の用に供している。 283,475,000

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。

7,398,000

　仮払金 公益目的事業に供する海外保険料の包括契約仮払分公益目的事業に供する海外保険料の包括契約仮払分

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。 283,005

<ソフトウェア計> 55,552,391

7,320,000

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。

13,140

1,400,000,000

9,283,000

2,048,375公益目的事業の用に供している。

<特定資産計> 15,156,112,450

<リース資産計> 2,048,375

　リース資産

<什器備品計> 9,110,324

　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。 55,552,391

　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。 9,110,324

<機械及び装置計> 2,380,086

　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。 2,380,086

<車両運搬具計> 3

　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

<構築物計> 27,981,509

　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。 27,981,509

<建物計> 151,205,287

　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。 151,205,287

<種牡馬計> 2,712,476,239

<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。 2,712,476,239

　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

<種牡馬購買積立資産計> 201,548,597

　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る。 201,548,597

<役員退任慰労引当資産計> 10,328,640

　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。 10,328,640

<退職給付引当資産計> 410,506,230

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。 14,745,504

　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。 395,760,726

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。 6,171,945

<事業用特定資産計> 11,566,149,356

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。 337,298,423

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。 749,535,727

その他の事業（相互扶助等事業）の用に供している。 125,000

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。 227,513

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。 30,778,862

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。 60,994

地方債（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。 515,150,000

社債（9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。 4,707,508,000

国債（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。 3,220,230,000

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。

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。 252,700,000

公益目的事業の用に供している。 649,490

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。 5,472,380

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。 13,389,989

平成29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。 3,000,000

　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。 2,802,856

種牡馬リース料（前払金）

流動資産合計 489,931,318

（固定資産）

<貸倒引当金計> -3,913,479

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 -3,782,486

<薬品棚卸品計> 659,923

  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 -130,993

<飼料棚卸品計> 3,368,905

  薬品棚卸品 薬品 公益目的事業に供する薬品 659,923

  飼料棚卸品 飼料 公益目的事業に供する種牡馬の飼料 3,368,905

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。 5,912,614

13,140

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。 7,376,558

<仮払金計>

<未収入金計> 8,695,622

保険料

<未収入金計> 69,827,342

その他 公益目的事業に対する未収分 746,136

種付料収入 公益目的事業に供する種付料の未収分 6,440,486

補助金収入 管理運営の用に供する補助金の未収分 397,000

  未収入金 会費収入 管理運営の用に供する会費の未収分 1,112,000

<現金・預金計> 411,279,865

  外貨普通預金 三井住友銀行東京公務部 運転資金として 779

鹿児島銀行野方代理店 運転資金として 730,857

みちのく銀行七戸支店 運転資金として 572,790

北洋銀行静内支店 運転資金として 2,000,000

JAしずない本所 運転資金として 572,600

北洋銀行本店営業部 運転資金として 29,117

三菱東京UFJ銀行本店 運転資金として 97,848,503

  普通預金 三井住友銀行東京公務部　 運転資金として 288,608,493

（流動資産） 現金預金

  現金 手許保管 運転資金として 43,766

財　　産　　目　　録
平成２９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

JBISサーバ

三井住友銀行東京公務部  定期預金 運転資金として 20,872,960



財　　産　　目　　録
平成２９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）

301,960公益目的事業に供する諸経費の未払分

その他 3,548,200

負債合計 1,188,439,213

正味財産 16,036,418,366

<長期預り補助金計> 572,621,505

固定負債合計 1,006,772,718

<長期リース債務計> 1,346,075

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 572,621,505

長期リース債務 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 1,346,075

<退職給付引当金計> 422,476,498

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 422,476,498

<役員退任慰労引当金計> 10,328,640

流動負債合計 181,666,495

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 10,328,640

<預り補助金計> 104,865,467

（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 6,171,945

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 74,928,033

　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 16,388,931

<リース債務計> 1,351,200

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 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> 762,811

　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 762,811

<賞与引当金計> 5,100,884

　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 5,100,884

<仮受金計> 10,887,712

種付料、預金利息返還分外

（公財）全国競馬・畜産振興会 助成金返還分外 2,572,486

　仮受金 日本中央競馬会 助成金返還分 4,767,026

<預り金計> 14,677,440

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 8,677,440

<未払金計> 11,983,381

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 581,625

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 268,407

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 900,000

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 3,591,000

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 716,000

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 12,192

（学）北里研究所 公益目的事業に供する諸経費の未払分 260,000

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 4,239,563

16,734,926,261

資産合計 17,224,857,579

<敷金計> 353,000

<その他固定資産計> 1,578,813,811

　敷金 借上舎宅用 公益目的事業の用に供している。 353,000

<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> 648,900

　電話加入権 18回線 公益目的事業の用に供している。 1,939,224

<種牡馬計> 455,030,116

　リース資産 公用車 公益目的事業の用に供している。 648,900

<機械及び装置計> 1,127,596

　種牡馬 6頭 公益目的事業の用に供している。 455,030,116

<什器備品計> 6,207,280

　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。 1,127,596

ﾊﾟｿｺﾝ外 管理運営の用に供している。 9

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。 6,207,270

<車両運搬具計> 284,961

<構築物計> 95,270,218

　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。 284,961

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

胆振検疫施設（21件） 公益目的事業の用に供している。 11,169,107

静内検疫施設（1件） 公益目的事業の用に供している。 2,889,572

九州種馬場（7件） 公益目的事業の用に供している。 5,349,168

七戸種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 1,029,437

74,832,932

　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。 201,779,091

胆振検疫施設（10件） 公益目的事業の用に供している。 65,769,224

九州種馬場（9件） 公益目的事業の用に供している。 64,903,580

　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。 448,746,513

公益目的事業の用に供している。 63,851,028

<土地計> 199,824,552

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

　その他固定資産 　土地 種馬場用地

<建物計> 817,937,326

七戸種馬場（10件） 公益目的事業の用に供している。 35,877,422

公益目的事業に供する諸経費の未払分 1,058,400

　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 32,037,600

<支払補償引当金計> 32,037,600

（公財）全国競馬・畜産振興会 公益目的事業に供する補助金 7,376,558

十勝農業協同組合連合会

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。 861,496

静内種馬場（46件） 公益目的事業の用に供している。

その他 公益目的事業に供する諸経費の未払分 54,234

（株）ＪＴＢﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗﾍﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

（流動負債） 未払金


