
（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金        額

(流動資産) 現金 手元保管 運転資金として 702,245

預金 普通預金 運転資金として

  三菱UFJ銀行渋谷支店 287,328,953

  三菱UFJ銀行渋谷支店(商業） 12,522,241

  三菱UFJ銀行渋谷支店 3,300,116

  三菱UFJ銀行渋谷支店(外貨） 4,843,344

  三菱UFJ銀行渋谷支店 14,520,349

  三菱UFJ銀行渋谷支店 3,564,786

  三菱UFJ銀行渋谷支店 10,577,151

  みずほ銀行渋谷支店 10,988,033

  みずほ銀行渋谷中央支店 6,503,316

  みずほ銀行渋谷中央支店(指導者養成） 9,997,078

  みずほ銀行渋谷中央支店(地域指導者） 1,493,027

  三井住友銀行渋谷支店 43,408,554

  りそな銀行渋谷支店 21,163,359

  三菱UFJ銀行渋谷支店 9,154,083

　武蔵野銀行鳩ヶ谷支店 3,755,691

　七十七銀行泉支店 7,903,330

  三菱UFJ銀行覚王山支店 6,347,304

  三井住友銀行梅田支店 10,955,697

  三井住友銀行梅田支店 250,336

  関西アーバン銀行立花支店 4

  広島銀行安支店 1,544,094

  西日本シティ銀行七隈支店 6,601,091

定期預金 運転資金として

  広島銀行安支店 6,480,139

  西日本シティ銀行七隈支店 3,034,925

郵便振替貯金 運転資金として

  渋谷本局登録料、他 1,436,880

  渋谷本局研修会 7,000

  渋谷本局検定等 493,700

  渋谷本局指導者養成 843,000

前払金 2年度競技会開催関係費 公益目的事業に係る費用の前払い 300,000

2年度競技者登録関係費 同　　　上 82,080

2年度選手派遣関係費 同　　　上 2,772,250

2年度選手強化関係費 同　　　上 4,249,097

2年度東京オリンピック関係費、他 同　　　上 44,549,168

2年度福利厚生費 法人の管理業務に係る費用の前払い 19,800

貯蔵品 審判手帳等 公益目的事業に係る未使用の消耗品 1,942,735

販売物等 同　　　上 3,337,764

選手派遣用記念品等 同　　　上 1,849,212

立替金 競技会開催関係費 公益目的事業に係る立替金 80,514

選手強化関係費 同　　　上 1,068,070

学生委員会賃借料 法人の管理業務に係る立替金 102,320

未収入金 元年度ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業助成金 公益目的事業に係る収益の未収 9,000,000

競技会映像使用料･放送権料･広告料、他 同　　　上 1,903,038

競技施設公認料、他 同　　　上 558,050

元年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業助成金 同　　　上 2,798,000

元年度選手強化ＮＦ事業補助金 同　　　上 52,885,000

元年度選手強化交付金、他 同　　　上 1,710,616

選手強化事業精算金等 同　　　上 2,989,795

泳力検定協賛金 同　　　上 8,250,000

機関誌広告料､他普及関係費 同　　　上 4,560,131

元年度暫定保険料等 同　　　上 2,446,961

前払費用 2年度競技会傷害保険料等 公益目的事業に係る費用の繰延 3,448,547

2年度事務所､倉庫 賃料 法人の管理業務に係る費用の繰延 1,786,400

仮払金 2年度肖像権利用料、他 公益目的事業に係る費用の仮払 7,730,000

流動資産合計 650,139,374

財　産　目　録
令和 2年 3月31日現在

貸借対照表科目
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目
(固定資産)

基本財産 定期預金 三菱UFJ銀行渋谷支店
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 700,000,000

みずほ銀行渋谷支店 同　　　上 300,000,000

特定資産 普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 225,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 225,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 10,000,000

普通預金
りそな銀行渋谷支店 4,058,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 118,500,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 20,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 20,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 40,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 50,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 50,000,000

基金財産 株式保有

セントラルスポーツ(株)30,000株 68,760,000
その他
固定資産 什器備品 ダイビングボード､水中カメラ等25点 公益目的事業に供する資産 6,343,735

耐熱金庫、ビジネスシュレッダー等5点 法人の管理業務に供する資産 1,258,100

リース資産 トランシーバー一式等3点 公益目的事業に供する資産 4,591,668

コピー機、電話機 法人の管理業務に供する資産 1,199,625

ソフトウェア Web-SWMSYS競技者登録料改修改善等15点 公益目的事業に供する資産 12,368,585

ＰＣＡ公益会計ＤＸ等2点 法人の管理業務に供する資産 1,600,200

敷金 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 事務所､外部貸倉庫 法人の管理業務に供する資産 4,670,000

投資有価証券 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰPB証券

　ML通貨選択FXﾀｰﾝU・A3707-9 公益目的事業の財源として使用している 200,000,000
むさし証券
　ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ共和国GDP連動証券･元本維持債券 同　　　上 5,247,797
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
　ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ共和国ﾕｰﾛ債GDP連動証券･元本維持債券 同　　　上 4,516,849

固定資産合計 2,073,114,559

　　資産合計 2,723,253,933

(流動負債) 未払金 競技会開催関係費等 公益目的事業に係る費用の未払い 8,811,256

競技者登録システム関係費 同　　　上 5,102,105

競技条件関係費 同　　　上 3,765,443

選手派遣関係費 同　　　上 737,000

選手強化関係費 同　　　上 20,463,196

泳力検定会関係費 同　　　上 6,268,398

普及関係費 同　　　上 602,319

高地トレーニング関係､他事業共通費 同　　　上 602,000

事務所運営関係費等 法人の管理業務に係る費用の未払い 3,991,653

未払費用 2年度傷害･賠責確定保険料等 公益目的事業に係る費用の見越 2,373,027

3月16日～31日職員給料 法人の管理業務に係る費用の見越 1,591,721

前受金 競技大会協賛金 公益目的事業に係る収益の前受 9,900,000

競技役員登録料、他 同　　　上 8,083,000

選手強化関係費 同　　　上 9,000

普及関係費 同　　　上 5,224,420

維持会員登録料 同　　　上 705,000

預り金 謝金等に係る源泉所得税 公益目的事業に係る預り金 353,639

職員給料、司法書士報酬に係る源泉所得税 法人の管理業務に係る預り金 100,342

職員住民税 同　　　上 244,700

指導者養成関係 公益目的事業に係る預り金 2,000

肖像権使用料、他 同　　　上 1,022,052

2年度競技大会申込金、他返金 同　　　上 2,664,000

学生委員会支部関係費 同　　　上 1,307,800

リース債務 トランシーバー一式等3点
公益目的事業に供している機器等に係るリース債
務 889,776

コピー機、電話機
法人の管理業務に供している機器等に係るリース
債務 1,035,033

未払消費税等 確定分消費税 公益目的事業に係る税金の未払い 6,463,500

流動負債合計 92,312,380

記録サイト構築事
業引当預金

記録サイト構築･開発の財源に充当するため
に引当資産として管理している

情報システム引当
預金

競技者登録システム追加機能取得の財源に
充当するために引当資産として管理してい
る
寄付により受け入れた株式であり、基金規
程に基づき、運用益を公益目的事業の財源
として使用している（公益目的保有財産）

ホームページ改修
事業引当預金

ホームページ改修費用の財源に充当するた
めに引当資産として管理している

創立１００周年記
念事業引当預金

2024年に実施する100周年記念事業の財源不
足に備えるため引当資産として管理してい
る

オリンピック関連
事業引当預金

東京オリンピック大会関連費用の財源に充
当するために引当資産として管理している

泳力検定システム
構築事業引当預金

泳力検定システム取得の財源に充当するた
めに引当資産として管理している

日本泳法事業引当
預金

日本泳法事業の財源不足に備えるために
引当資産として管理している

オリンピックテス
トイベント開催事
業引当預金

東京オリンピック大会に向けてのテストイ
ベントの財源に充当するために引当資産と
して管理している

選手強化事業引当
預金

2021年から2025年の選手強化事業の財源に
充当するために引当資産として管理してい
る

選手派遣事業引当
預金

2021年から2025年の選手派遣事業の財源に
充当するために引当資産として管理してい
る
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

(固定負債) リース債務 トランシーバー一式等3点
公益目的事業に供している機器等に係るリース債
務 3,701,892

コピー機、電話機
法人の管理業務に供している機器等に係るリース
債務 164,592

退職給付引当金 職員 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 63,122,480

固定負債合計 66,988,964

　　負債合計 159,301,344

　　正味財産 2,563,952,589
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