
（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 860,037

預金 普通預金 運転資金として

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 373,753,701

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(商業） 4,531,487

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(外貨） 4,709,759

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 35,852,207

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 13,976,239

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 44,040,435

  みずほ銀行渋谷支店 17,101,114

  みずほ銀行渋谷中央支店 18,308,858

  みずほ銀行渋谷中央支店(指導者養成） 3,331,071

  みずほ銀行渋谷中央支店(地域指導者） 1,035,001

  三井住友銀行渋谷支店 59,583,319

  りそな銀行渋谷支店 15,364,237

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 10,508,180

　武蔵野銀行鳩ヶ谷支店 3,512,225

　七十七銀行泉支店 6,595,001

  三菱東京UFJ銀行覚王山支店 8,561,851

  三井住友銀行梅田支店 9,042,771

  三井住友銀行梅田支店 238,457

  関西アーバン銀行立花支店 4

  広島銀行安支店 1,398,687

  広島銀行安支店 833,131

  西日本シティ銀行七隈支店 4,686,805

定期預金 運転資金として

  広島銀行安支店 6,478,599

  西日本シティ銀行七隈支店 3,034,248

郵便振替貯金 運転資金として

  渋谷本局登録料､他 5,056,230

  渋谷本局研修会 0

  渋谷本局検定等 1,420,300

  渋谷本局総合補償 26,265,616

  渋谷本局指導者養成 902,000

前払金 30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 888,058

30年度競技者登録関係費 同　　　上 82,080

30年度選手派遣関係費 同　　　上 2,885,750

30年度選手強化関係費 同　　　上 320,760

30年度普及関係費 同　　　上 48,000

30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 2,159,714

販売物等 同　　　上 4,483,047

選手派遣用記念品等 同　　　上 2,615,142

立替金 競技会開催関係費等 公益目的事業に係る立替金 11,907

選手強化関係費等 同　　　上 931,680

未収入金 競技会販売物等 公益目的事業に係る収益の未収 15,354,827

競技会等補助金･広告料･放映権料 同　　　上 2,996,000

推薦料等 同　　　上 473,800

29年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業助成金 同　　　上 24,215,000

29年度ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業助成金 同　　　上 8,990,000

29年度選手強化ＮＦ事業補助金 同　　　上 85,232,000

選手強化事業精算金等 同　　　上 2,000,283

機関誌広告料 同　　　上 3,402,000

指導者養成講習会審査料等 同　　　上 2,370,795

29年度暫定保険料等 同　　　上 3,393,373

前払費用 30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 2,629,411

仮払金 30年度事業関係費等 公益目的事業に係る費用の仮払 836,060

流動資産合計 847,321,057

財　産　目　録
平成30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 三菱東京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
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 100,000,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 100,000,000

普通預金
りそな銀行渋谷支店 4,058,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 50,000,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 200,000,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 87,300,000

基金財産 株式保有

セントラルスポーツ(株)30,000株 116,400,000
その他
固定資産

什器備品 非侵襲型ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ濃度測定装置､ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等27点 公益目的事業に供する資産 3,070,588

サーバ、パネルスクリーン等4点 法人の管理業務に供する資産 108,385

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 1,767,867

コピー機、電話機 法人の管理業務に供する資産 3,336,012

ソフトウェア Web－SWMSYS競技者登録料改修改善等12点 公益目的事業に供する資産 9,943,604

ＰＣＡ公益会計ＤＸ等3点 法人の管理業務に供する資産 2,748,146

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 15,597,382
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 15,321,715

固定資産合計 1,909,651,699

　　資産合計 2,756,972,756

(流動負債) 未払金 競技会開催関係等 公益目的事業に係る費用の未払い 80,315,339

記録管理関係等 同　　　上 2,699,988

選手派遣関係費 同　　　上 120,588

選手強化関係費 同　　　上 25,717,207

泳力検定会関係費 同　　　上 6,113,578

日本泳法研究会関係費 同　　　上 2,711,962

普及関係費 同　　　上 2,735,534

高地トレーニング関係､他事業共通関係費 同　　　上 623,000

事務所運営関係等 法人の管理業務に係る費用の未払い 3,559,750

未払費用 29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 2,294,807

3月21日～31日職員等給料 法人の管理業務に係る費用の見越 1,405,940

前受金 競技大会協賛金等 公益目的事業に係る収益の前受 11,340,000

競技大会申込金等 同　　　上 3,896,000

競技役員登録料等 同　　　上 12,937,000

選手強化関係費 同　　　上 9,000

普及関係費 同　　　上 4,457,580

維持会員登録料 同　　　上 1,305,000

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 274,384

職員給料､労務士報酬等に係る源泉所得税 法人の管理業務に係る預り金 87,662

職員の社会保険料､住民税 同　　　上 799,483

指導者養成関係 公益目的事業に係る預り金 12,000

総合補償制度保険料 同　　　上 17,483,030

肖像権使用料 同　　　上 1,000,000

渡航費用他 同　　　上 208,806

学生委員会支部関係費 同　　　上 33,000

リース債務 トランシーバー一式
公益目的事業に供している機器等に係るリース債
務 617,412

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 1,057,140

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 14,842,100

流動負債合計 198,657,290

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

選手派遣事業引当
預金

東京オリンピック大会後の2021年､2022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
東京オリンピック大会後の2021年､2022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

選手強化事業引当
預金

パンパシフィック
大会開催事業引当
預金

2018年大会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

2021年大会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）

世界選手権開催事
業引当預金

2018年競技者登録システムWebSWMSYS更新に
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
公益目的事業に供している機器等に係るリース債
務 1,150,455

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 2,278,872

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 58,219,330

固定負債合計 61,648,657

　　負債合計 260,305,947

　　正味財産 2,496,666,809
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