
産業建設常任委員会審査日程 

 

日 時  令和元年５月２１日（火）  

     本会議終了後～ 

場 所  第１委員会室 

審査内容    

 

１ 議案第５０号 令和元年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正

予算（第２回）について 



令和元年第 2 回(5 月)臨時会 

 産業建設常任委員会提出資料 

 

 

P.1 競走場別車券売上金額入場者数利用者数集計表    
（全開催） 

 

P.2 平成 30 年度山陽小野田市小型自動車競走事業 

特別会計決算見込 その１ 
 
 

P.3 平成 30 年度山陽小野田市小型自動車競走事業
特別会計決算見込 その２ 

 
 

 

                        
令和元年 5 月 21 日                       
公 営 競 技 事 務 所 





資料２

歳入額 千円

歳出額 千円

差引額 千円

歳入額 千円

歳出額（前年度繰上充用金を除く。） 千円

差引額 千円

３．累積赤字額
千円

千円

千円

４．リース料（見込額）
千円

平成３０年度返済額　イ 千円

千円

５．２つの債務解消額（上記３．４より）
千円

千円 Ａ
千円

６．施設改善基金
千円

平成３０年度積立額 千円

千円

平成３０年度取崩額 千円

・当該年度増減額 千円 Ｂ
千円

７．財政調整基金
千円

平成３０年度積立額 千円

利息積立額 千円

平成３０年度取崩額 千円

・当該年度増減額 千円 Ｃ
千円

基金増減合計額 （Ｂ＋Ｃ） 千円

実質収支改善額 （Ａ＋B＋C） 千円

平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計決算見込　その１

１．平成３０年度　歳入･歳出決算

9,818,017

11,071,576

▲ 1,253,559

（繰上充用額　　１２億６，０００万円）

２．平成３０年度単年度収支

9,818,017

9,809,263

8,754

平成２９年度末累積赤字額 1,262,313

平成３０年度解消額　ア 8,754

平成３０年度末累積赤字残額 1,253,559

（繰上充用額）

平成２９年度末残額 690,420

76,713

平成３０年度末残額見込額 613,707

平成２９年度末２つの債務総額 1,952,733

平成３０年度２つの債務解消額（ア＋イ） 85,467

平成３０年度末２つの債務残額 1,867,266

平成２９年度末（５月末）残額 447,343

40,000

利息積立額 4

10,546

29,458

平成３０年度末残額 476,801

平成２９年度末（５月末）残額 115,964

0

1

0

1

平成３０年度末残額 115,965

29,459

114,926

  ２



資料３

１　開催に係る収支 【単位　千円】

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

①

入場料収入 2,634 特別入場料

場外事務協力費 296,077

その他収入 38,508 事故金、雑入、貸付収入

② 義務的経費 義務的経費の合計：5,337,998千円

　払戻金 5,176,580

  JKA交付金 161,418 うち１.２号交付金の合計：124,426,027

公営競技納付金 0 ※枠取分

③ 開催経費 開催経費の合計：2,016,638千円

　賞典費 513,664

　事務協力費 512,422

　返還金 86,778

　その他開催経費 860,306

（収益保証） 43,468

④ その他支出

⑤ 包括的民間委託料 467,799 ※日本写真判定

⑥ 合　　　　　　計 7,822,435 7,822,435

２　開催以外に係る収支

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑦ 基金繰入

財調基金繰入金 0

施改基金繰入金 10,546

財政調整基金利子 1

施設改善基金利子 4

（収益保証） 43,468

⑧ リース料 76,713

　地域公益事業 8,795

　調査委託料 2,646

　設計委託料 7,900

財政調整基金積立金 1

施設改善基金積立金 4

前年度繰上充用金 1,262,313

固有経費 30,743

⑨ 合　　　　　　計 54,020 1,389,116

３　重勝式に係る収支

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑩ 新重勝式発売金 1,500,928 返還金19,712千円を含む。

⑪ 義務的経費

新重勝式払戻金 1,036,851

新重勝式返還金 19,712

JKA交付金 7,406

⑫ 開催経費

開催場負担金 10,461

特別拠出金 140,716

⑬ 発売業務委託料 177,746

⑭ 施設改善基金積立金 26,499

⑮ 合　　　　　　計 1,500,928 1,419,391

４　ミッドナイトレースに係る収支

項　　　　目 歳　　　入 歳　　　出 備　　　　考

⑯ 勝車投票券発売金 479,782 返還金15千円を含む。

オートレース活性化推進事業助成金 4,320

⑰ 義務的経費

　払戻金 334,412

　JKA交付金 7,236

⑱ 開催経費

　賞典費 22,513

　返還金 15

　その他開催経費 106,426

⑲ 施設改善基金積立金 13,501

⑳ 合　　　　　　計 484,102 484,102

小型会計歳入歳出合計 9,818,017 11,071,576

76,713

単年度収支額 8,754

85,467

29,459

114,926

本場開催発売金 7,485,216

（Ｂ）　歳入　－　歳出 -1,335,096

基金増減合計額（Ｆ）

（Ａ）　歳入　－　歳出 0

（Ｃ）　歳入　－　歳出 81,537

（Ｄ）　歳入　－　歳出 0

実質収支改善額（Ｅ＋Ｆ）

平成３０年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計決算見込　その２

合　計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） ▲ 1,253,559

債務解消額（リース料）

２つの債務解消額（Ｅ）

返還金86,778千円を含む。

その他開催経費

  ３


