
 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金及び預金 手許保管、みずほ銀行虎ノ門支店ほか 運転資金として 20,782,790,710

未収交付金 受取交付金収益 1,671,225,328        

未収金 事業収益等の未収金 1,750,719,118        

未収収益 特定資産受取利息等 4,260,364              

前払金 事業費等の前払金 114,545,294           

前払費用 事業費等の前払費用 26,149,634             

仮払金 事業費等の仮払金 3,245,115              

立替金 事業費分担金の立替金ほか 91,068,127             

貯蔵品 切手・印紙等未使用分 公益目的事業及び法人管理業務で使用している 2,397,380              

24,446,401,070       

（固定資産）

基本財産

現金及び預金 みずほ銀行銀座支店ほか 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 2,603,316,000        

投資有価証券 第321回利付国債ほか 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している 2,310,698,000        

特定資産

補助事業費引当資産 りそな銀行東京公務部ほか
特定費用準備資金であり、競輪・小型自動車競走収益による補助事業の
実施に備えている

7,662,401,198        

支払還付金引当資産 りそな銀行東京公務部ほか
特定費用準備資金であり、競輪及び小型自動車競走運営支援業務の交
付金の還付に備えている

472,484,266           

退職給付引当資産 りそな銀行東京公務部ほか 役職員に対する退職給付に備えている 5,602,517,806        

減価償却引当資産 三井住友銀行横浜中央支店ほか
公益目的保有財産であり、固定資産の取得に備えている（運用益を公益目
的事業の財源として使用）

986,712,554           

みずほ銀行虎ノ門支店ほか
収益事業の財産であり、固定資産の取得に備えている（運用益を管理費及
び収益事業の財源として使用）

1,908,572,443        

助成金引当資産 りそな銀行東京公務部ほか 特定費用準備資金であり、競輪運営支援業務の助成に備えている 1,156,273,240        

競輪関係業務運営基金 りそな銀行東京公務部ほか
公益目的保有財産であり、競輪関係業務の円滑な運営を図るために備え
ている

9,220,851,117        

小型自動車競走関係業務運営基金 りそな銀行東京公務部ほか
公益目的保有財産であり、小型自動車競走関係業務の円滑な運営を図る
ために備えている

1,988,516,735        

競技実施事務特定費用準備資産 みずほ銀行虎ノ門支店
公益目的保有財産であり、競技実施事務の将来の収支の変動に備えてい
る

1,610,613,000        

固定資産取得引当資産 りそな銀行東京公務部ほか 資産取得資金であり、将来の固定資産の取得に備えている 800,000,000           

その他固定資産

建物及び付属設備 校舎棟ほか（日本競輪学校） 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 1,021,329,090        

エルガーラ建物ほか 収益事業で使用している 740,483,259           

品川本部事務所ほか 法人管理業務で使用している 322,334,846           

構築物 競走路ほか（日本競輪学校） 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 463,211,409           

岐阜薮田駐車場ほか 収益事業で使用している 246,650                 

調布寮ほか 法人管理業務で使用している 4,814,914              

機械及び装置
発送合図機ほか（オートレース選手養成
所）

公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 1,538,894              

車両運搬具
業務用車両、自転車（日本競輪学校）ほ
か

公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 23,584,455             

什器備品 パソコン（品川本部事務所）ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 338,333,081           

電力計(エルガーラビル）ほか 収益事業で使用 32,140                   

ワークステーション（品川本部事務所）ほ
か

法人管理業務で使用している 84,834,004             

リース資産 Next-VIS関連機器ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 593,414,252           

土地 日本競輪学校ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 347,531,293           

調布駐車場ほか 収益事業で使用している 1,783,454,557        

調布寮ほか 法人管理業務で使用している 2,652,334,000        

伊東市土地 法人管理業務で保有している 3,398,000              

建物仮勘定 屋内型２５０mバンク建設 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 1,168,692,192        

法人ロゴマーク 法人管理業務で使用している 3,240,000              

ソフトウェア Next-VIS開発（品川TWINSデータ棟） 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 4,436,369,323        

就業システム（品川本部事務所） 法人管理業務で使用している 9,356,904              

ソフトウェア仮勘定
Next-VIS新元号対応（品川TWINSデータ
棟）

公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 99,377,280             

電話加入権 中日本地区本部中部支部事務所ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 3,680,956              
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品川本部事務所ほか 法人管理業務で使用している 220,000                 

その他の無形固定資産 商標権更新登録 法人管理業務で使用している 223,161                 

投資有価証券 第484回関西電力㈱社債ほか 運用益を法人管理業務の財源として使用している 2,301,358,062        

長期前払費用 公益目的保有財産であり、公益目的事業の長期前払費用 1,037,111              

法人管理業務の長期前払費用 19,485,336             

収益事業の火災保険料 415,919                 

長期未収金 経済産業大臣の同意を得て施行者が延納している交付金 462,903,243           

競輪学校貸付金 日本競輪学校生徒 公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選手の養成）で使用している 116,850,680           

役職員貸付金 職員 職員に対する社内貸付制度の残高 26,916,908             

敷金 事務所等に係る敷金 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している 31,586,918             

事務所等に係る敷金 法人管理業務で使用 256,700,811           

保証金 北九州市ほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業の保証金 311,565,504           

53,953,811,511       

78,400,212,581       

（流動負債）

交付決定済補助金未払額 機械振興補助事業費・公益事業振興補助事業費の未払額 2,529,203,198        

未払金 公益目的事業の事業費未払金 2,311,199,719        

法人管理業務の未払金 81,454,529             

未払消費税等 芝税務署 公益目的事業の未払消費税 340,764,620           

収益事業の消費税 3,996,434              

法人管理業務の消費税 5,297,746              

未払法人税等 芝税務署 公益目的事業の住民税・事業税 72,000                   

収益事業の法人税等 863,500                 

１年以内支払長期未払金 公益目的事業の長期未払金 797,365,991           

前受金 公益目的事業の開発分担金ほか 603,378,144           

有限責任監査法人トーマツほか 収益事業の共益費収入（４月分） 15,076,207             

預り金 公益目的事業の預り金 109,920,520           

役職員 法人管理業務の預り金 20,313,056             

仮受金 競輪施行者 公益目的事業収益の誤入金 18,744,599             

賞与引当金 役職員 6月期賞与の当期帰属分 476,288,090           

リース債務 Next-VIS関連機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 204,092,167           

7,518,030,520        

（固定負債）

長期未払金 公益目的事業の長期未払金 1,504,696,007        

退職給付引当金 職員等に対するもの 職員等に対する退職給付の支払に備える 5,546,729,166        

役員退職慰労引当金 役員に対するもの 役員に対する退職給付の支払に備える 55,788,640             

長期前受金 公益目的事業に係る受取分担金の前受分 1,366,518,495        

長期資産除去債務
オートレース養成所(本館・整備工場・競走
路）ほか

公益目的事業の固定資産に係る資産除去債務 187,489,059           

長期リース債務 Next-VIS関連機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 393,652,286           

受入保証金 収益事業の受入保証金 113,001,168           

9,167,874,821        

16,685,905,341       

61,714,307,240       
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