
（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 3,877,894

預金 普通預金 運転資金として

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 31,536,083

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(商業） 1,717,618

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(外貨） 4,146,165

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 11,558,204

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 17,178,826

  三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 431,149

  みずほ銀行渋谷支店 19,714,486

  みずほ銀行渋谷中央支店 10,018,576

  みずほ銀行渋谷中央支店(指導者養成） 1,407,440

  みずほ銀行渋谷中央支店(地域指導者） 2,450,301

  三井住友銀行渋谷支店 17,029,384

  りそな銀行渋谷支店 3,677,586

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 11,697,931

  三菱東京UFJ銀行日吉駅前支店 2,620,944

  三菱東京UFJ銀行船堀支店 765,344

  三井住友銀行下高井戸支店 856,805

  三菱東京UFJ銀行覚王山支店 10,429,965

  三井住友銀行梅田支店 21,909,517

  広島銀行安支店 2,540,714

  西日本シティ銀行七隈支店 1,049,583

定期預金 運転資金として

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 4,036,168

  広島銀行安支店 10,280,944

  西日本シティ銀行七隈支店 3,031,524

郵便振替貯金 運転資金として

  渋谷神南 3,174,710

  渋谷本局研修会 6,000

  渋谷本局検定等 1,658,450

  渋谷本局総合補償 29,499,667

  渋谷本局指導者養成 705,000

前払金 25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 785,426

25年度選手派遣、合宿費等関係費 同　　　上 10,535,742

25年度競技記録関係費等 同　　　上 3,095,400

25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 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 4,532,975

販売物等 同　　　上 2,866,833

選手派遣用記念品等 同　　　上 2,006,097

立替金 自己負担金、施設利用料他 公益目的事業に係る立替金 1,394,396

未収入金 競技会広告料･協賛金等 公益目的事業に係る収益の未収 29,830,259

公認料、推薦料 同　　　上 5,145,000

選手登録料等 同　　　上 3,523,510

24年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業助成金 同　　　上 22,686,000

24年度ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成金 同　　　上 24,422,000

24年度選手強化ＮＦ事業補助金 同　　　上 33,338,000

24年度競技強化支援事業助成金 同　　　上 30,029,000

選手強化事業精算金等 同　　　上 5,590,738

機関誌広告料、増刊号販売 同　　　上 8,057,000

指導者登録料等 同　　　上 57,122,350

普及事業精算残金等 同　　　上 4,959,386

24年度暫定保険料等 同　　　上 1,952,421

前払費用 25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 2,280,271

仮払金 環境活動、24年度事業関係費等 公益目的事業に係る費用の仮払 2,388,228

流動資産合計 485,567,810

財　産　目　録
平成25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 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 45,840,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷支店 30,000,000

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 2,184,934

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 71,350

ソフトウェア 競技者登録Web－SWMSYS機能開発等18点 公益目的事業に供する資産 24,137,857

ＰＣＡ公益会計V.10 法人の管理業務に供する資産 58,827

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 5,075,700

コピー機 法人の管理業務に供する資産 1,585,920

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 3,805,510
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 6,866,526
　ＭＭＦ 同　　　上 28,828,202
三菱UFJﾒﾘﾙﾘﾝﾁPB証券
　ＭＲＦ 同　　　上 10,281

固定資産合計 1,466,465,107

　　資産合計 1,952,032,917

(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 73,357,597

選手登録関係等 同　　　上 2,391,272

選手派遣関係費 同　　　上 877,184

選手強化関係費 同　　　上 1,240,710

機関誌発行関係費 同　　　上 3,527,531

普及関係費 同　　　上 6,306,308

事務所運営関係等 法人の管理業務に係る費用の未払い 3,278,805

未払費用 24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 1,779,129

3月21日～31日職員給料 法人の管理業務に係る費用の見越 789,000

前受金 競技大会申込金等 公益目的事業に係る収益の前受 2,962,000

競技役員登録料等 同　　　上 8,032,720

普及関係費 同　　　上 2,945,200

維持会員登録料 同　　　上 1,560,000

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 69,800

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 86,222

職員の社会保険料・住民税 同　　　上 608,751

指導者養成関係 公益目的事業に係る預り金 42,000

総合補償制度保険料 同　　　上 8,710,003

高校生以下の競技者賞金 同　　　上 9,765,166

渡航費用他 同　　　上 947,639

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 5,211,150

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 7,404,000

流動負債合計 141,892,187

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）

ワールドカップ
大会開催引当預金

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
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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 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

1,450,470

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 47,796,800

固定負債合計 49,247,270

　　負債合計 191,139,457

　　正味財産 1,760,893,460
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