
 （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 20,313,501,386

未収交付金 受取交付金収益 1,716,579,583        

未収金 事業収益等の未収金 1,615,687,643        

未収収益 特定資産受取利息等 9,092,833              

前払金 事業費等の前払金 114,551,098           

前払費用 事業費等の前払費用 13,218,407             

１年以内支払長期前払費用 一括償却資産の未償却分 1,161,118              

有価証券 い号第763回利付農林債ほか 運用益を法人管理業務等の財源として使用している 1,080,473,690        

仮払金 事業費等の仮払金 620,960                 

立替金 事業費分担金の立替金ほか 106,525,225           

貯蔵品 切手・印紙・商品券等未使用分 公益目的事業および法人管理業務で使用している 1,537,430              

24,972,949,373       

（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 4,603,316,000        

投資有価証券 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 316,602,000           

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

6,644,652,763        

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

551,125,258           

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 5,350,145,716        

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）

893,249,208           

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）

1,822,068,878        

三井住友銀行横浜中央支店
法人管理業務の財産であり、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）

37,523,917             

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 1,224,787,000        

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

10,324,877,229       

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        

システム更新積立資産 みずほ銀行銀座支店
特定費用準備資金であり、競輪情報システム更新伴い発生する一次費用
の支払に備えている

186,262,604           

固定資産取得引当資産 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 970,000,000           

特定事業費引当資産 りそな銀行東京公務部 特定費用準備資金であり、将来の特定の事業活動に備えている 1,010,000,000        

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 1,124,347,228        

エルガーラ建物ほか 収益事業で使用している 791,283,410           

市ヶ谷事業所ほか 法人管理業務で使用している 74,158,822             

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 555,613,378           

岐阜薮田駐車場ほか 収益事業で使用している 823,392                 

調布寮 法人管理業務で使用している 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公益目的事業で使用している 2,842,355              

法人管理業務で使用している 1                          

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 23,651,695             

什器備品 市ヶ谷事業所 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 273,440,934           

電力計ほか 収益事業で使用 183,415                 

市ヶ谷事業所ほか 法人管理業務で使用している 21,298,745             

リース資産 発走機ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 498,565,988           

土地 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 347,531,293           

旧福井事務所 公益目的事業で保有している 12,932,760             

調布駐車場ほか 収益事業で使用している 2,104,454,557        

調布寮ほか 法人管理業務で使用している 2,652,392,982        
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

伊東市土地 法人管理業務で保有している 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公益目的事業で使用している 2,413,804,468        

就業システム（市ヶ谷事業所） 法人管理業務で使用している 164,150                 

ソフトウェア仮勘定 事業用ソフトウェア（市ヶ谷事業所）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 3,635,888,840        

電話加入権 東日本地区本部事務所ほか 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 5,926,434              

市ヶ谷事務所ほか 法人管理業務で使用している 220,000                 

長期性預金 大和ネクスト銀行定期預金 運用益を法人管理業務の財源として使用している 100,000,000           

投資有価証券 い号第763回利付農林債ほか 運用益を法人管理業務の財源として使用している 602,924,699           

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 982,931                 

法人管理業務の長期前払費用 545,642                 

エルガーラ管理組合 収益事業の火災保険料 1,565,993              

長期未収金 小松島市ほか 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 773,040,520           

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 100,517,000           

役職員貸付金 職員 職員に対する社内貸付制度の残高 41,275,049             

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 48,620,394             

事務所等に係る敷金 法人管理業務で使用 347,921,338           

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 319,281,615           

54,413,338,339       

79,386,287,712       

（流動負債）

交付決定済補助金未払額 （一社）機械振興協会ほか 振興補助事業費 1,897,821,763        

未払金 公益目的事業の事業費未払金 1,827,765,742        

収益事業の事業費未払金 44,634,400             

法人管理業務の未払金 34,751,142             

未払法人税等 麹町税務署 収益事業の法人税等 7,646,800              

１年以内支払長期未払金 富士通リース(株)ほか 公益目的事業の長期未払金 877,215,070           

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 501,227,655           

有限責任監査法人トーマツほか 収益事業の事業収入（４月分） 13,980,695             

預り金 公益目的事業の預り金 98,843,028             

役職員 法人管理業務の預り金 21,058,198             

仮受金 公益目的事業の過入金 432                       

短期借入金 みずほ銀行銀座支店 公益目的事業の運転資金 300,000,000           

賞与引当金 役職員 6月期賞与の当期帰属分 499,081,578           

リース債務 発走機2台ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 268,248,909           

6,392,275,412        

（固定負債）

長期未払金 富士通リース(株)ほか 公益目的事業のソフトウェア取得に係る支払委託契約の未払分ほか 2,312,837,203        

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 5,301,893,956        

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 48,251,760             

長期前受金 （公社）全国競輪施行者協議会 公益目的事業に係る受取分担金の前受分 1,943,269,403        

長期資産除却債務
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却債務 185,896,738           

長期リース債務 情報提供系機器ほか 公益目的事業の業務に使用している機器の債務 234,697,413           

受入保証金 監査法人 トーマツほか 収益事業の受入保証金 100,291,320           

10,127,137,793       

16,519,413,205       

62,866,874,507       
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