
（単位：円）

Ⅰ 資産の部
1 . 流動資産

未収入金 7,089,314,187
仮払金 394,778

流動資産合計 7,089,708,965
2 . 固定資産

　（１） 特定資産
再資源化預託金等特定資産 832,245,797,341

特定資産合計 832,245,797,341
固定資産合計 832,245,797,341
資産合計 839,335,506,306

Ⅱ 負債の部
1 . 流動負債

未払金 853,238,145
有価証券取得未払金 1,002,092,330

流動負債合計 1,855,330,475
2 . 固定負債

再資源化等預託金 780,456,512,173
情報管理預託金 14,138,915,730
未払再資源化預託金等利息 42,884,747,928

固定負債合計 837,480,175,831
負債合計 839,335,506,306

Ⅲ 正味財産の部
1 . 指定正味財産

指定正味財産合計 - 
（うち基本財産への充当額） (-）
（うち特定資産への充当額） (-）

2 . 一般正味財産 - 
（うち基本財産への充当額） (-）
（うち特定資産への充当額） (-）

正味財産合計 - 
負債及び正味財産合計 839,335,506,306

再資源化預託金等特別会計 貸借対照表

科　　　　目

平成２３年３月３１日現在

金　　　額



（単位：円）

Ⅰ 　一般正味財産増減の部
1 . 経常増減の部

① 特定資産運用益
再資源化預託金等特定資産運用益 11,098,919,548

② 承認・認可済特定再資源化預託金等支出の
ための負債の減少額

承認・認可済特定再資源化預託金等充当のための
再資源化預託金等の減少額
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための
再資源化預託金等の減少額
承認・認可済特定再資源化預託金等充当のための
未払再資源化預託金等利息の減少額
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための
未払再資源化預託金等利息の減少額

承認・認可済特定再資源化預託金等支出の
ための負債の減少額
経常収益計 11,362,723,494

（２） 経常費用
① 事業費

支払再資源化預託金等利息 11,098,919,548
② 他会計への繰出額

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への
繰出額（元本分）
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への
繰出額（利息分）

他会計への繰出額 263,803,946
経常費用計 11,362,723,494
　　当期経常増減額 -                                   

2 . 経常外増減の部
（１） 経常外収益

　 経常外収益計 -                                   
（２） 経常外費用

　 経常外費用計 -                                   
当期経常外増減額 -                                   
当期一般正味財産増減額 -                                   
一般正味財産期首残高 -                                   
一般正味財産期末残高 -                                   

Ⅱ  指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 -                                   
指定正味財産期首残高 -                                   
指定正味財産期末残高 -                                   

Ⅲ  正味財産期末残高 -                                 

12,112,756

科　　　　目

9,641,836

263,803,946

251,691,190

51,343,260

200,347,930

2,470,920

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

（１） 経常収益

金　　　額



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
未収入金 メーカー収納 4,886,988,110

口座引落収納 64,955,276

SPC収納 12,600,503

セブンイレブン収納 6,685,950

廃棄時収納（自治体車両） 429,670

廃棄時収納（防衛省車両） 100,550

有価証券未収利息 特定資産の満期保有目的債券の利息の
未収分

1,894,151,533

資金管理料金特別会計　未収入金 主に自動車所有者が再資源化預託金等
として資金管理法人に預託した金銭で
あって、資金管理料金特別会計の銀行
預金口座に入金されているが、再資源化
預託金等特別会計の銀行預金口座への
資金移動が未了の分

223,402,595

仮払金 その他 394,778

流動資産合計 7,089,708,965

（固定資産）

特定資産 普通預金
　三井住友銀行 東京公務部

7,716,363,979

普通預金
　みずほコーポレート銀行 本店

1,198,215,409

郵便貯金
　振替貯金  ゆうちょ銀行 芝店

10,562,477

資産管理サービス信託銀行　本店
有価証券

自動車所有者が再資源化預託金等とし
て資金管理法人に預託・入金した金銭等
を、資金管理法人が特定資産の満期保
有目的債券として運用し、信託銀行の特
定包括信託として管理しているもの

821,590,479,223

資産管理サービス信託銀行　本店
ファンド口

自動車所有者が再資源化預託金等とし
て資金管理法人に預託・入金した金銭等
を、資金管理法人が特定資産の信託銀
行の特定包括信託として管理しているも
の

1,730,176,253

固定資産合計 832,245,797,341

　　　資産合計 839,335,506,306

（流動負債）

未払金 中古自動車輸出に伴う自動車所有者に対する
未払額

自動車所有者が当該自動車を輸出した
ことにより資金管理法人に取戻し請求し
た再資源化預託金等の未払い分

790,470,539

マニフェスト発行取消しに伴う自動車所有者に
対する未払額

マニフェスト発行取消しにより資金管理
法人が自動車所有者へ返金する再資源
化預託金等の未払い分

15,296

資金管理料金特別会計　未払金 自動車所有者が資金管理法人に納める
輸出取戻し手数料のうち、資金管理料金
特別会計の銀行預金口座への資金移動
が未了の分

61,785,200

その他 967,110

有価証券取得未払金 特定資産の満期保有目的債券の約定後
の未決済分

1,002,092,330

流動負債合計 1,855,330,475

再資源化預託金等特定
資産

自動車所有者が再資源化預託金等とし
て資金管理法人に預託・入金した金銭
を、資金管理法人が特定資産の銀行預
金として管理しているもの

再資源化預託金等特別会計 財産目録
平成２３年３月３１日現在

貸借対照表科目

自動車所有者が再資源化等預託金及び
情報管理預託金（以下「再資源化預託金
等」という。）として資金管理法人に預託
した金銭の未収分



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（固定負債）

再資源化等預託金 自動車製造業者等が使用済自動車の
シュレッダーダスト、エアバッグ類及びフ
ロン類の再資源化等を行うために必要な
料金として、自動車所有者が資金管理法
人に預託した金銭。主に当該再資源化
等が行われるときに資金管理法人が自
動車製造業者等へ払渡すもの

780,456,512,173

情報管理預託金 情報管理センターが使用済自動車の情
報管理を行うために必要な料金として、
自動車所有者が資金管理法人に預託し
た金銭。主に当該情報管理が行われる
ときに資金管理法人が情報管理センター
へ払渡すもの

14,138,915,730

未払再資源化預託金等
利息

自動車所有者が再資源化預託金等とし
て資金管理法人に預託した金銭を特定
資産で運用して得た利息等。主に資金管
理法人が自動車製造業者等及び情報管
理センターに払渡す再資源化預託金等
に付すもの

42,884,747,928

固定負債合計 837,480,175,831

　　　負債合計 839,335,506,306

　　　正味財産 -                      
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