
（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 4,434,438

預金 普通預金 運転資金として

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 126,710,077

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(商業） 5,450,497

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(外貨） 3,706,444

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(国際競技力) 14,722,622

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(免税募金) 18,406,220

  三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 435,728

  みずほ銀行渋谷支店 7,679,563

  みずほ銀行渋谷中央支店 33,849,662

  みずほ銀行渋谷中央支店(指導者養成） 8,764,588

  みずほ銀行渋谷中央支店(地域指導者） 1,865,864

  三井住友銀行渋谷支店 16,847,216

  りそな銀行渋谷支店 16,909,233

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 12,532,390

  三菱東京UFJ銀行日吉駅前支店 2,374,937

  三菱東京UFJ銀行船堀支店 543,647

  三井住友銀行下高井戸支店 860,868

  三菱東京UFJ銀行覚王山支店 10,670,565

  三井住友銀行梅田支店 24,598,047

  広島銀行安支店 2,236,885

  西日本シティ銀行七隈支店 783,591

定期預金 運転資金として

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 4,035,359

  広島銀行安支店 10,278,745

  西日本シティ銀行七隈支店 4,038,342

郵便振替貯金 運転資金として

  渋谷神南 716,220

  渋谷本局研修会 8,000

  渋谷本局検定等 1,409,850

  渋谷本局総合補償 23,764,500

  渋谷本局指導者養成 961,000

前払金 24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 1,607,575

24年度ﾛﾝﾄﾞﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ及び予選会関係費 同　　　上 9,958,196

24年度選手派遣、合宿費等関係費 同　　　上 8,736,591

24年度公式ホームページ関係等 法人の管理業務に係る費用の前払い 4,078,293

貯蔵品 競技者登録カード等 公益目的事業に係る未使用の消耗品 8,157,238

販売物等 同　　　上 3,098,920

選手派遣用記念品等 同　　　上 1,828,874

立替金 加盟団体用品、施設利用料他 公益目的事業に係る立替金 1,565,042

未収入金 競技会分担金･広告料･協賛金等 公益目的事業に係る収益の未収 25,212,739

選手登録料等 同　　　上 5,119,966

23年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業助成金 同　　　上 21,505,000

23年度ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成金 同　　　上 33,344,000

23年度選手強化事業委託金 同　　　上 26,625,000

寄附金充当事業交付金 同　　　上 17,800,000

選手派遣事業精算金等 同　　　上 798,235

選手強化事業精算金等 同　　　上 2,763,460

指導者登録料等 同　　　上 42,090,000

機関誌広告料等 同　　　上 3,438,750

普及事業協賛金等 同　　　上 2,908,332

競技団体協力金等 同　　　上 3,466,739

前払費用 24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 3,050,810

仮払金 24年度競技大会関係費 公益目的事業に係る費用の仮払 11,863,480

24年度事業関係等 同　　　上 4,521,552

流動資産合計 603,133,890

財　産　目　録
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（単位：円）
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 610,000,000

みずほ銀行渋谷支店 同　　　上 290,000,000

投資有価証券
SMBC日興証券
外国債券･Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.,Ltd.

同　　　上 100,000,000

特定資産 普通預金
りそな銀行渋谷支店 8,000,000

基金財産 株式保有

ｾﾝﾄﾗﾙスポーツ(株)30,000株 32,670,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷支店 50,000,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷支店 10,000,000

その他
固定資産 什器備品 Web-SWMSYS機器､水中移動ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ修理改造等25点 公益目的事業に供する資産 4,000,589

ＮＥＣサーバ、カーペット等4点 法人の管理業務に供する資産 128,607

ソフトウェア 競技者登録Web－SWMSYS機能開発等14点 公益目的事業に供する資産 20,195,965

ＰＣＡ公益会計V.10 法人の管理業務に供する資産 106,145

リース資産 競泳競技用新型スタート台20台等 公益目的事業に供する資産 9,843,120

コピー機等 法人の管理業務に供する資産 515,717

投資有価証券 三菱UFJﾒﾘﾙﾘﾝﾁPB証券

　ML通貨選択FXﾀｰﾝU・A3610-3 公益目的事業の財源として使用している 100,000,000

　ML通貨選択FXﾀｰﾝU・A3707-9 同　　　上 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 4,356,308
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 6,840,033
　ＭＭＦ 同　　　上 28,803,266
三菱UFJﾒﾘﾙﾘﾝﾁPB証券
　ＭＲＦ 同　　　上 10,269

固定資産合計 1,475,470,019

　　資産合計 2,078,603,909

(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 29,799,584

選手登録関係費 同　　　上 9,059,011

競技役員登録関係等 同　　　上 1,302,047

選手派遣関係費 同　　　上 567,995

選手強化関係費 同　　　上 3,159,312

機関誌発行関係費 同　　　上 3,085,542

普及関係費 同　　　上 5,600,080

事務所運営関係等 法人の管理業務に係る費用の未払い 5,224,551

未払費用 23年度傷害･賠責確定保険料 公益目的事業に係る費用の見越 1,979,615

3月21日～29日職員給料 法人の管理業務に係る費用の見越 836,000

前受金 競技大会関係等 公益目的事業に係る収益の前受 6,477,423

競技役員登録料等 同　　　上 4,862,000

普及関係費 同　　　上 3,690,600

維持会員登録料他 同　　　上 3,608,500

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 98,864

職員給料､労務士報酬に係る源泉所得税 法人の管理業務に係る預り金 73,120

職員の社会保険料・住民税 同　　　上 610,674

指導者養成関係 公益目的事業に係る預り金 597,350

総合補償制度保険料 同　　　上 37,519,650

高校生以下の競技者賞金 同　　　上 3,445,489

渡航費用他 同　　　上 1,527,616

リース債務 コピー機、競泳新型ｽﾀｰﾄ台､他
公益目的事業及び法人の管理業務に供している
機器等に係るリース債務 5,207,160

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 2,839,500

流動負債合計 131,171,683

(固定負債) リース債務 コピー機、競泳新型ｽﾀｰﾄ台､他
公益目的事業及び法人の管理業務に供している
機器等に係るリース債務 5,148,990

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 43,597,864

固定負債合計 48,746,854

　　負債合計 179,918,537

　　正味財産 1,898,685,372

ワールドカップ
大会開催引当預金

24～25年度大会の財源不足に備えるため引当預
金として管理している

創立９０周年記念事
業引当預金

26年度に実施する90周年記念事業の財源不足に
備えるため引当預金として管理している

日本泳法引当預金
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

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）
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