
（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

現金 手許保管 運転資金として 915,912            

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか 運転資金として 10,043,100,631  

未収交付金 玉野市ほか 競輪に関する受取交付金収益 821,654,043      

山陽小野田市ほか 小型自動車競走に関する受取交付金収益 642,731,426      

未収金 （株）テレビ東京ほか パブリシティ映像複製費戻入れ 493,500            

職員等 仮払金精算残金等 245,796            

富士ビジネス（株） 文房具購入代注文キャンセル分 1,544                

（公財）車両情報センター 出向者に関する下期給与等一部戻入 966                  

第32期オートレース選手 第32期教育費用負担金 3,120,000          

（一財）オートレース振興協会ほか 経営分析調査費用負担金 2,000,000          

（株）ライツアパートメント 2014年カレンダー収益 125,560            

（一財）東日本小型自動車競走会ほか 競走車検定料 42,300              

職員 介護保険料 622                  

未収収益 （株）万国社 ガールズケイリンオフィシャルスポンサー協賛金 472,500            

りそな銀行東京公務部ほか 基本財産等の運用に係る見越し利息 23,694,480        

前払金 （株）レオパレス２１ 短期登録選手に係る住居費 1,041,630          

（株）イーサポートエージェンシー 短期登録選手に係る旅行保険料 183,880            

ＳＭＢＣ日興証券（株）ほか 債券の取得に係る経過利子 267,343            

小野自動車（株） 日本競輪学校業務用ダンプリサイクル預託金 7,420                

前払費用 （株）ＮＨＫグローバルメディアサービス ロード世界選手権映像使用許諾権料 20,490,745        

（株）三菱地所プロパティマネジメントほか 事務所、借上社宅に係る４月分借室料 22,631,323        

（有）韮山不動産取引所ほか 事務所、借上社宅に係る火災保険料 145,028            

セコム（株） 整備工場、宿舎の防犯管理システム料 73,080              

ピーシーエー（株） PCAサポート＆サービス会員の更新料 64,800              

職員等 平成26年度上期通勤手当 13,542,200        

一括償却資産（パソコン等） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 737,431            

貸付金 （一財）全国小型自動車競走選手共済会 経済産業省の同意を得て行った貸付金残高 300,000,000      

貸倒引当金 貸倒懸念債権に対する引当金 貸倒懸念債権に対する引当金 △300,000,000   

有価証券 第2回三菱ＵＦＪ信託銀行（株）劣後債 運用益を法人管理業務の財源として使用している。 100,383,589      

仮払金 新幹線未使用回数券 東京－日本競輪学校間の出張に使用 106,800            

立替金 （社）全国競輪施行者協議会 競輪ＣＭ制作に係る経費 60,000,000        

（一社）日本競輪選手会 第１０３回生ルーキーチャンピオンレース関係団体賞 9,000                

職員等 雇用保険料 483,739            

11,758,767,288  

（固定資産）

基本財産

普通預金 りそな銀行東京公務部 2,500,000          

有価証券 りそな銀行東京公務部（譲渡性預金） 100,000,000      

財産目録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計

公益目的保有財産であり、運用益を競輪振興法人

として行う競輪に関する公益目的事業の財源として

使用している。



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

特定資産

補助事業費引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか 2,378,429,855    

定期預金 みずほ銀行銀座支店 2,100,000,000    

譲渡性預金 三井住友信託銀行本店営業部ほか 1,200,000,000    

有価証券 第271回大阪府公債ほか 391,296,564      

支払還付金引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか 241,776,947      

定期預金 三井住友信託銀行本店営業部 600,000,000      

退職給付引当資産

普通預金 りそな銀行東京公務部ほか 333,276,509      

定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店 700,000,000      

有価証券 第32回大阪府公債ほか 1,297,471,599    

助成金引当資産

定期預金 みずほ銀行銀座支店 800,000,000      

競輪関係業務運営基金

普通預金 りそな銀行東京公務部 48,856,560        

定期預金 三井住友信託銀行本店営業部ほか 2,200,000,000    

譲渡性預金 三井住友銀行東京公務部ほか 3,300,000,000    

有価証券 第474回中部電力（株）社債ほか 4,813,904,411    

小型自動車競走関係業務運営基金

普通預金 りそな銀行東京公務部 1,688,516,735    

有価証券 第40号利付商工債 300,000,000      

その他固定資産

建物 校舎棟ほか（日本競輪学校）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の養成等）で使用している。

788,497,052      

整備工場・宿舎ほか（オートレース選手養

成所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（選手の養成等）で使用している。

223,597,269      

市ヶ谷事業所入居工事 市ヶ谷事業所への入居に伴う造作工事一式 64,495,754        

有明事業所入居工事 有明事業所への入居に伴う造作工事一式 6,010,944          

調布寮 社宅及び書類保管倉庫 3                      

箱根寮 保養所 4,988,335          

江戸川区職員住宅 社宅 3,959,200          

荒川区職員住宅 社宅 3,941,480          

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、競輪運営支援業務（選

手の養成等）で使用している。

227,325,856      

競走路（オートレース選手養成所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（選手の養成等）で使用している。

62,905,781        

調布駐車場舗装 収益事業で使用 1                      

青山土地フェンス 収益事業で使用 1                      

調布寮 社宅敷地内の散水設備等 3                      

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、小型自動車競走運営

支援業務（選手の養成等）で使用している。

5,095,630          

電動スターター（有明事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（広報業務）で使用している。

334,124            

車両運搬具 業務用車両、自転車（日本競輪学校）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の養成等）で使用している。

36                    

イベント用自動二輪スクーター

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（広

報業務）で使用している。

969,792            

オートレースミニ競走車（有明事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（広報業務）で使用している。

304,191            

公益目的保有財産であり、運用益を小型自動車競

走振興法人として行う小型自動車競走に関する公

益目的事業の財源として使用している。

特定費用準備資金であり、競輪運営支援業務及

び小型自走者競走運営支援業務（事業の収支が

赤字であった施行者に対する交付金の還付）に備

えている。

役職員に対する退職給付に備えている。

特定費用準備資金であり、競輪運営支援業務（競

輪選手の大量退職に伴う資金繰り支援）に備えて

いる。

公益目的保有財産であり、運用益を競輪振興法人

として行う競輪に関する公益目的事業の財源として

使用している。

特定費用準備資金であり、競輪収益及び小型自

動車競走収益による機械工業振興及び公益事業

振興（補助事業）の実施に備えている。



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

什器

補助事業管理サーバほか（市ヶ谷事業

所）

公益目的保有財産であり、競輪収益による機械工

業振興及び競輪収益による公益事業振興で使用

している。

2                      

競走画像編集機器ほか（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（競

輪の実施方法の制定、広報業務）で使用してい

る。

366,244            

電話交換機ほか（日本競輪学校）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の養成等）で使用している。

5,846,352          

ファクシミリほか（有明事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（広報業務等）で使用している。

312,787            

電話設備ほか（オートレース選手養成所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（選手の養成等）で使用している。

752,303            

出走表回収箱（飯塚レース場）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走運営

支援業務（広報業務等）で使用している。

77,000              

電話交換機ほか（市ヶ谷事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 17,016,415        

机・ロッカー・電話設備ほか（有明事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 3,838,089          

ファクシミリ（オートレース選手養成所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 436,232            

給湯暖房機ほか（箱根寮） 法人管理業務で使用 2                      

土地 日本競輪学校

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の養成等）で使用している。

158,670,000      

調布駐車場ほか 収益事業で使用 279,360,000      

青山土地 収益事業で使用 1,100,000,000    

修善寺土地 収益事業で使用 1,131,330,000    

調布寮 法人管理業務で使用 2,630,640,000    

箱根寮 法人管理業務で使用 3,930,000          

江戸川区職員住宅 法人管理業務で使用 20,170,000        

荒川区職員住宅 法人管理業務で使用 13,330,000        

伊東市土地 法人管理業務で使用 3,398,000          

ソフトウェア

補助事業インターネット申請システムほか

（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、競輪収益による機械工

業振興及び公益事業振興で使用している。

29,529,997        

競輪売上分析機能プログラム（市ヶ谷事業

所）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（調

査研究業務）で使用している。

774,375            

入学試験システムほか（日本競輪学校）

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。

2,318,750          

補助事業インターネット申請システムほか

（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走収益に

よる機械工業振興で使用している。

683,928            

補助事業インターネット申請システムほか

（市ヶ谷事業所）

公益目的保有財産であり、小型自動車競走収益に

よる機械工業振興及び公益事業振興で使用して

いる。

1,759,383          

就業システム（市ヶ谷事業所） 法人管理業務で使用 394,800            

経理システムプログラム（有明事業所） 公益目的事業及び法人管理業務で使用 330,050            

電話加入権 市ヶ谷事務所、日本競輪学校ほか 法人管理業務で使用 220,000            

長期性預金 三井住友信託銀行本店営業部 運用益を法人管理業務の財源として使用している。 1,100,000,000    

投資有価証券

譲渡性預金 三井住友銀行東京公務部ほか 3,500,000,000    

有価証券 い号第763回利付農林債ほか 1,389,491,082    

長期貸付金 （一財）全国小型自動車競走選手共済会 経済産業省の同意を得て行った貸付金残高 2,700,000,000    

貸倒引当金 貸倒懸念債権に対する引当金 貸倒懸念債権に対する引当金 △2,700,000,000 

長期前払費用

業務用パソコンほか（市ヶ谷事業所の一括

償却資産）

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の出場あっせん、広報業務）で使用している。

112,564            

理髪室エアコン（日本競輪学校の一括償

却資産）

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。

40,250              

事務所、借上社宅に係る火災保険料

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の養成、選手の登録）で使用している。

71,008              

運用益を法人管理業務の財源として使用してい

る。



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

給与システムバージョンアップ（一括償却

資産）

法人管理業務で使用 59,500              

業務用パソコンほか（有明事業所の一括

償却資産）

公益目的事業及び法人管理業務で使用 196,974            

長期未収金 神奈川県競輪組合ほか

経済産業大臣の同意を得て競輪施行者が延納し

ている交付金

1,122,238,395    

飯塚市ほか

経済産業大臣の同意を得て小型自動車競走施行

者が延納している交付金

1,640,394,327    

競輪学校貸付金 日本競輪学校生徒ほか

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。

90,339,000        

役職員貸付金 職員 職員に対する社内貸付制度の残高 34,746,000        

敷金 事務所、借上社宅に係る敷金

公益目的保有財産であり、競輪運営支援業務（選

手の養成、選手の登録）で使用している。

3,424,000          

市ヶ谷事業所に係る敷金 法人管理業務で使用 185,179,100      

有明事業所に係る敷金 法人管理業務で使用 33,300,313        

箱根寮に係る敷金 法人管理業務で使用 1,500,000          

保証金 セコム（株） オートレース選手養成所防犯管理システム保証金 100,000            

その他 破産更正債権 預託金及び不動産所有権の破産更正債権 9,757,000          

貸倒引当金 破産更生債権に対する引当金 破産更生債権に対する引当金 △9,757,000      

38,395,131,854  

50,153,899,142  

（流動負債）

交付決定済補助金未払額 （一財）光産業技術振興協会ほか 機械工業振興補助事業費 527,900,000      

（公財）日本自転車競技連盟ほか 公益事業振興補助事業費 1,667,044,419    

未払金 （株）電通ほか 広報事業費（テレビスポット料）等 620,207,466      

未払費用 千代田年金事務所ほか 3月分社会保険料 15,035,082        

（公財）日本自転車競技会 出向者給与等 11,019,963        

調布市水道局ほか 光熱水費 2,478,829          

ＵｓｔｒｅａｍＡｓｉａ（株）ほか サービス利用料 1,062,934          

（株）貿易ビルサービスほか 清掃費ほか 938,768            

職員等 給与（当期に帰属する手当） 4,302,000          

預り金 弁護士ほか 報酬等に係る源泉所得税 8,446,411          

役職員 住民税 9,748,300          

役職員 社会保険料 1,207,822          

小倉竜二ほか 競輪選手寄付金一時預り 6,956,100          

平塚市ほか ガールズケイリン施行者分担金 2,819,753          

第105・106回生徒 貸費送金事務手数料 4,725                

日本建業（株） 調布駐車場利用料に係る過誤入金 120                  

（公財）車両情報センター 英全ビル入居工事負担金 6,611,063          

前受収益 （株）ジャパンエフエムネットワークほか ガールズケイリンオフィシャルスポンサー協賛金 2,466,071          

ＫＤＤＩ（株） 土地賃貸料 15,000              

賞与引当金 役職員 6月期賞与の当期帰属分 107,323,296      

2,995,588,122    

（固定負債）

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 34,213,980        

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 2,296,534,128    

2,330,748,108    

5,326,336,230    

44,827,562,912  

資産合計

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

正味財産合計

固定資産合計


