
（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 1,709,297

預金 普通預金 運転資金として

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 122,212,352

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(商業） 4,768,058

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店(外貨） 5,311,115

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 80,409,923

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 8,488,275

  みずほ銀行渋谷支店 3,426,626

  みずほ銀行渋谷中央支店 9,814,829

  みずほ銀行渋谷中央支店(指導者養成） 5,242,411

  みずほ銀行渋谷中央支店(地域指導者） 604,584

  三井住友銀行渋谷支店 29,580,207

  りそな銀行渋谷支店 24,302,459

  三菱東京UFJ銀行渋谷支店 11,459,018

  三井住友銀行下高井戸支店 2,032,440

　武蔵野銀行鳩ヶ谷支店 2,110,072

　武蔵野銀行鳩ヶ谷支店 2,689,469

　七十七銀行泉支店 7,039,992

  三菱東京UFJ銀行覚王山支店 9,501,262

  三井住友銀行梅田支店 16,520,400

  広島銀行安支店 2,487,675

  西日本シティ銀行七隈支店 2,747,220

定期預金 運転資金として

  広島銀行安支店 8,496,483

  西日本シティ銀行七隈支店 3,032,131

郵便振替貯金 運転資金として

  渋谷神南 2,686,800

  渋谷本局検定等 1,549,900

  渋谷本局総合補償 27,028,740

  渋谷本局指導者養成 606,000

前払金 27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 1,131,729

27年度競技者登録関係費等 同　　　上 151,200

27年度選手派遣関係費 同　　　上 4,900,000

27年度選手強化関係費 同　　　上 733,568

27年度普及関係費 同　　　上 167,830

27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 7,689,388

販売物等 同　　　上 5,238,492

選手派遣用記念品等 同　　　上 2,594,176

立替金 選手派遣関係費 公益目的事業に係る立替金 875,795

選手強化関係費等 同　　　上 583,945

学生委員会支部関係費 同　　　上 250,500

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 118,062,456

公認料等 同　　　上 1,342,294

26年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業助成金 同　　　上 49,920,000

26年度選手強化ＮＦ事業補助金 同　　　上 10,546,747

26年度競技強化支援事業助成金 同　　　上 23,743,000

選手強化事業精算金等 同　　　上 2,804,164

機関誌広告料 同　　　上 5,224,500

指導者養成講習会審査料等 同　　　上 2,465,530

26年度暫定保険料等 同　　　上 1,822,851

前払費用 26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 2,374,028

仮払金 27年度事業関係費等 公益目的事業に係る費用の仮払 1,528,250

流動資産合計 640,027,981

財　産　目　録
平成27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
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 35,000,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 35,000,000

普通預金
三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店 20,000,000

普通預金
りそな銀行渋谷支店 4,058,000

基金財産 株式保有

セントラルスポーツ(株)30,000株 66,960,000
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 1,355,218

カーペット、パネルスクリーン等4点 法人の管理業務に供する資産 8,317

リース資産 トランシーバー一式 公益目的事業に供する資産 3,281,847

コピー機 法人の管理業務に供する資産 771,750

ソフトウェア 競技者登録Web－SWMSYS機能開発等12点 公益目的事業に供する資産 11,567,027

ＰＣＡ公益会計V.12 法人の管理業務に供する資産 216,482

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・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 8,612,470
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 12,279,334
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰPB証券
　ＭＲＦ 同　　　上 10,288

固定資産合計 1,499,120,733

　　資産合計 2,139,148,714

(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 32,626,862

選手登録関係等 同　　　上 10,026,443

選手派遣関係費 同　　　上 3,057,814

選手強化関係費 同　　　上 7,378,741

泳力検定会関係費 同　　　上 4,468,940

普及関係費 同　　　上 6,151,865

事務所運営関係等 法人の管理業務に係る費用の未払い 3,904,852

未払費用 26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 2,187,896

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 855,000

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 5,940,000

競技大会申込金等 同　　　上 2,609,000

競技役員登録料等 同　　　上 6,889,250

普及関係費 同　　　上 4,618,400

維持会員登録料 同　　　上 1,080,000

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 287,041

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 80,052

職員住民税 同　　　上 231,700

指導者養成関係 公益目的事業に係る預り金 10,000

総合補償制度保険料 同　　　上 27,047,740

競技者賞金 同　　　上 7,635,510

渡航費用他 同　　　上 393,932

リース債務 コピー機、トランシーバー一式
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 941,196

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 17,316,700

流動負債合計 145,738,934

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）

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

選手強化事業引当
預金

水泳の日事業引当
預金

32年度東京オリンピック大会にむけた強化
計画に係る27年度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
32年度東京オリンピック大会にむけた強化
計画に係る27年度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
27年度新規に開催する水泳の日事業の財源
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 コピー機、トランシーバー一式
法人の管理業務に供している機器等に係るリース
債務

3,112,401

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 42,030,990

固定負債合計 45,143,391

　　負債合計 190,882,325

　　正味財産 1,948,266,389
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