
 （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 23,190,351,930    

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 2,303,220,730     

未収金 競輪施行者ほか 事業収益等の未収金 2,016,263,913     

未収収益 みずほ証券（株）ほか 特定資産受取利息等 5,731,421           

前払金 エヌ・ティ・ティ都市開発（株）ほか 事業費等の前払金 198,391,309        

前払費用 （株）電算システムほか 事業費等の前払費用 48,613,567          

有価証券 第2357回商工債 運用益を法人管理業務等の財源として使用している 300,000,000        

仮払金 エクスコムグローバル（株）ほか 事業費等の仮払金 42,631,334          

立替金 競輪施行者ほか 公益目的事業の立替金 5,555,384           

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 1,737,264           

28,112,496,852    

（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 703,316,000        

有価証券 第235号商工債 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 300,000,000        

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 3,900,000,000     

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 9,009,828,333     

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 5,779,189,252     

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 1,242,504,383     

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 2,033,102,896     

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 1,085,091,920     

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 1,666,321,332     

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 3,456,953,400     

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 3,493,000,000     

その他固定資産

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 2,416,691,784     

エルガーラ建物ほか 収益事業で使用している 669,431,006        

品川本部事務所ほか 法人管理業務で使用している 307,036,034        

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 472,917,384        

岐阜薮田駐車場ほか 収益事業で使用している 3,522                 

調布寮ほか 法人管理業務で使用している 3,779,561           

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 284,857              

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 21,463,166          

自転車 収益事業で使用している 1,131,128           

自転車 法人管理業務で使用している 5,916,138           

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 388,754,890        

電力計ほか 収益事業で使用している 104,635              

ワークステーションほか 法人管理業務で使用している 91,953,107          

リース資産 2022VIS開催管理ﾈｯﾄﾜｰｸ機器ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 169,790,972        

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 2,637,194,000     

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 105,756,727        

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 601,157,874        

人事台帳システムほか 法人管理業務で使用している 42,454,392          

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 6,737,057,448     

新会計システムほか 法人管理業務で使用している 5,500,000           

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 3,419,029           

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）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 3,807,334           

商標権更新登録ほか 法人管理業務で使用している 3,308,007           

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 410,000,000        

株式会社ジャパン・サイクル・インフィニティ 運用益を収益事業の財源として使用している 3,400,000           

第74回中日本高速道路（株）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 1,190,000,000     

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 2,982,186           

エルガーラ管理組合 収益事業の火災保険料 2,006,963           

特許業務法人栄光特許事務所ほか 法人管理業務の長期前払費用 1,202,709           

長期未収金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松島市ほか 事業収益等の長期未収金 230,868,243        

選手養成所貸付金 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 114,755,000        

役職員貸付金 役職員 役職員に対する貸付金 17,790,722          

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 40,902,054          

品川本部事務所ほか 法人管理業務の敷金 246,731,735        

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        

62,883,736,352    

90,996,233,204    

（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 2,771,381,333     

未払金 （株）博報堂ほか 公益目的事業の未払金 2,012,818,476     

エルガーラ管理組合 収益事業の未払金 3,405,660           

ＫＤＤＩ（株）ほか 法人管理業務の未払金 63,666,177          

未払消費税等 芝税務署 公益目的事業の未払消費税 323,079,838        

　　　〃 収益事業の未払消費税 4,674,070           

　　　〃 法人管理業務の未払消費税 4,892,392           

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

　　　〃 収益事業の法人税等 893,500              

１年以内支払長期未払金 NTT・TCﾘｰｽ(株)株）ほか 公益目的事業の長期未払金 631,704,916        

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 463,270,173        

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 15,336,009          

預り金 役職員ほか 公益目的事業の預り金 103,167,484        

　　　〃 法人管理業務の預り金 19,771,781          

前受収益 オートレース選手候補生 入学金 4,200,000           

賞与引当金 役職員ほか 6月期賞与の当期帰属分 509,543,140        

リース債務 2022VIS開催管理ネットワーク機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器のリース債務 41,998,296          

6,973,875,245     

（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 5,790,580,905     

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 5,736,676,692     

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 42,512,560          

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 961,654,393        

（株）八洋 収益事業に係る受取分担金の前受金 17,528                

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 203,350,894        

長期リース債務 2022VIS開催管理ネットワーク機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器のリース債務 130,005,829        

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        

12,977,808,969    

19,951,684,214    

71,044,548,990    
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