
 （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 運転資金として使用している 20,940,734,111

未収交付金 競輪、オートレース施行者 受取交付金収益の未収金 2,158,982,656     

未収金 競輪施行者ほか 事業収益等の未収金 2,028,391,737     

未収収益 みずほ証券（株）ほか 特定資産受取利息等 4,952,475           

前払金 エヌ・ティ・ティ都市開発（株）ほか 事業費等の前払金 181,107,048        

前払費用 （株）電算システムほか 事業費等の前払費用 30,483,622          

有価証券 第82回小田急電鉄株式会社社債ほか 運用益を法人管理業務等の財源として使用している 700,000,000        

仮払金 エクスコムグローバル（株）ほか 事業費等の仮払金 41,536,854          

立替金 競輪施行者ほか 公益目的事業の立替金 2,581,673           

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 2,788,689           

貸倒引当金 競輪専用場外 競輪のシステム利用料等 △29,330,510      

26,062,228,355    

（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 803,316,000        

有価証券 第321回利付国債 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 303,252,000        

投資有価証券 第78回東日本高速道路株式会社ほか 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 3,800,000,000     

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、競輪及び小型自動車競走の収益による補助事業の実
施に備えている 7,735,912,571     

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の運営支援業務の交付金
の還付に備えている 438,531,759        

退職給付引当資産 みずほ銀行銀座支店ほか 役職員に対する退職給付に備えている 5,752,885,260     

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 1,165,530,504     

三井住友銀行横浜中央支店ほか 収益事業の財産であり、固定資産の取得に備えている 1,990,479,642     

助成金引当資産 りそな銀行東京公務部 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 1,109,367,000     

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 8,391,658,381     

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ほか 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 2,965,000,000     

特定事業費引当資産 みずほ銀行銀座支店 特定費用準備資金であり、将来の特定の事業活動に備えている 400,000,000        

建物及び付属設備 日本競輪選手養成所校舎棟ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 2,526,912,845     

エルガーラ建物ほか 収益事業で使用している 691,371,681        

品川本部事務所ほか 法人管理業務で使用している 274,386,389        

構築物 日本競輪選手養成所競走路ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 537,368,627        

岐阜薮田駐車場ほか 収益事業で使用している 55,298                

調布寮ほか 法人管理業務で使用している 4,422,638           

機械及び装置 発走合図機ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 390,457              

車両運搬具 業務用車両、自転車ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 4,021,616           

什器備品 パソコンほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 302,758,093        

電力計ほか 収益事業で使用している 219,975              

ワークステーションほか 法人管理業務で使用している 52,331,121          

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 350,861,636        

土地 日本競輪選手養成所ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 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           
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建設仮勘定 伊豆事業所改修ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 17,692,900          

ソフトウェア Next-VIS開発ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 1,834,113,861     

人事台帳システムほか 法人管理業務で使用している 3,495,096           

ソフトウェア仮勘定 2022VIS開発ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 1,655,555,968     

新会計システムほか 法人管理業務で使用している 44,550,000          

電話加入権 中エリア事務所ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 3,522,429           

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（JIKロゴマーク） 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 349,650              

商標権更新登録ほか 法人管理業務で使用している 3,713,407           

投資有価証券 第74回中日本高速道路（株）社債ほか '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 340,000,000        

　　　〃 運用益を法人管理業務の財源として使用している 960,000,000        

長期前払費用 特許業務法人栄光特許事務所ほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業の長期前払費用 1,692,105           

エルガーラ管理組合 収益事業の火災保険料 2,743,186           

（株）ソリトンシステムズほか 法人管理業務の長期前払費用 5,050,346           

長期未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松島市ほか 事業収益等の長期未収金 307,880,558        

競輪学校貸付金 日本競輪選手養成所選手候補生 公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務で使用している 116,500,000        

役職員貸付金 役職員 役職員に対する貸付金 23,086,912          

敷金 品川本部事務所ほか 公益目的保有財産であり、公益目的事業の敷金 26,790,221          

品川本部事務所ほか 法人管理業務の敷金 250,367,427        

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        

53,895,770,648    

79,957,999,003    

（流動負債）

交付決定済補助金未払額
(地独)東京都立産業技術研究センターほ
か

機械振興補助事業費・公益事業振興補助事業費の未払額 2,336,902,571     

未払金 （株）博報堂ほか 公益目的事業の未払金 1,974,319,065     

エルガーラ管理組合ほか 収益事業の未払金 4,366,319           

ＫＤＤＩ（株）ほか 法人管理業務の未払金 45,990,926          

未払消費税等 芝税務署 公益目的事業の未払消費税 488,106,072        

　　　〃 収益事業の未払消費税 4,662,458           

　　　〃 法人管理業務の未払消費税 6,962,370           

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 868,500              

１年以内支払長期未払金 NTTファイナンス（株）ほか 公益目的事業の長期未払金 1,025,207,871     

前受金 （公社）全国競輪施行者協議会ほか 公益目的事業の開発分担金ほかの前受金 629,709,796        

有限責任監査法人トーマツほか 収益事業の共益費の前受金 15,333,009          

預り金 役職員ほか 公益目的事業の預り金 131,449,005        

　　　〃 法人管理業務の預り金 20,646,576          

仮受金 専用場外設置者 公益目的事業収益の誤入金 342,793              

賞与引当金 役職員ほか 6月期賞与の当期帰属分 483,593,827        

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リース債務 230,868,345        

7,399,401,503     

（固定負債）

長期未払金 富士通（株）ほか 公益目的事業の長期未払金 1,405,727,664     

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 5,688,749,980     

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 64,135,280          

長期前受金 （公社）全国競輪施行者協議会ほか 公益目的事業に係る受取分担金の前受金 208,841,607        

（株）八洋 収益事業に係る受取分担金の前受金 51,945                

長期資産除去債務 オートレース養成所本館ほか 公益目的事業の固定資産に係る資産除去債務 202,517,389        

長期リース債務 VRS基盤ｻｰﾋﾞｽ利用料ほか 公益目的事業の業務に使用している機器のリース債務 122,745,050        

受入保証金 有限責任監査法人トーマツほか 収益事業の受入保証金 113,010,168        

7,805,779,083     

15,205,180,586    

64,752,818,417    

固定資産合計

正味財産

資産合計

流動負債合計

固定負債合計
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