
（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 853,602

預金 普通預金 運転資金として

  三菱UFJ銀行渋谷支店 334,821,345

  三菱UFJ銀行渋谷支店(商業） 14,078,772

  三菱UFJ銀行渋谷支店(外貨） 4,928,836

  三菱UFJ銀行渋谷支店 84,993,728

  三菱UFJ銀行渋谷支店 4,277,517

  三菱UFJ銀行渋谷支店 1,987,191

  三菱UFJ銀行渋谷支店 35,707,341

  みずほ銀行渋谷支店 18,731,858

  みずほ銀行渋谷中央支店 23,211,084

  みずほ銀行渋谷中央支店(指導者養成） 14,539,983

  みずほ銀行渋谷中央支店(地域指導者） 1,493,041

  三井住友銀行渋谷支店 20,421,348

  りそな銀行渋谷支店 36,171,287

  三菱UFJ銀行渋谷支店 10,438,112

　武蔵野銀行鳩ヶ谷支店 3,431,914

　七十七銀行泉支店 8,716,538

  三菱UFJ銀行覚王山支店 6,861,268

  三井住友銀行梅田支店 9,424,823

  三井住友銀行梅田支店 501,686

  関西アーバン銀行立花支店 4

  広島銀行安支店 2,138,581

  西日本シティ銀行七隈支店 6,280,403

定期預金 運転資金として

  広島銀行安支店 6,480,689

  西日本シティ銀行七隈支店 3,035,209

郵便振替貯金 運転資金として

  渋谷本局登録料、他 10,271,317

  渋谷本局検定等 996,900

  渋谷本局総合補償 5,750

前払金 3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 22,823,148

3年度学生委員会関係費 同　　　上 300,000

3年度選手派遣関係費 同　　　上 2,772,250

3年度選手強化関係費 同　　　上 59,400

3年度普及関係費 同　　　上 6,732

3年度東京オリンピック関係費、他 同　　　上 44,549,168

貯蔵品 審判手帳等 公益目的事業に係る未使用の消耗品 1,492,071

販売物等 同　　　上 4,931,008

選手派遣用記念品等 同　　　上 2,176,767

立替金 競技会開催関係費 公益目的事業に係る立替金 9,434

選手強化関係費 同　　　上 889,765

未収入金 2年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業助成金 公益目的事業に係る収益の未収 1,897,000

2年度ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業助成金 同　　　上 8,260,000

競技会映像使用料･広告料、他 同　　　上 2,506,678

オフィシャルサプライヤー料 同　　　上 3,850,000

選手登録料､他競技条件整備事業関係費 同　　　上 3,144,700

選手派遣事業精算金等 同　　　上 972,530

選手強化事業精算金等 同　　　上 2,010,828

機関誌広告料､他普及関係費 同　　　上 3,615,497

2年度暫定保険料等 同　　　上 2,295,927

前払費用 3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 2,194,634

3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 3年度競技大会事業関係費、他 公益目的事業に係る費用の仮払 13,500,000

流動資産合計 790,844,064

財　産　目　録
令和 3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 275,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 275,000,000

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 111,500,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 30,000,000

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 40,000,000

普通預金
三菱UFJ銀行渋谷明治通支店 80,000,000

基金財産 株式保有

セントラルスポーツ(株)30,000株 75,150,000
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26点 公益目的事業に供する資産 3,503,831

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 919,706

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 3,701,892

コピー機 法人の管理業務に供する資産 164,592

ソフトウェア 記録サイト構築、泳力検定システム開発等13点 公益目的事業に供する資産 52,839,983

新記録管理システム開発(HP運用･改善)等3点 法人の管理業務に供する資産 2,683,135

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･円貨債券 同　　　上 6,468,766
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建GDP連動証券･定時償還債券 同　　　上 6,245,759

固定資産合計 2,211,905,664

　　資産合計 3,002,749,728

(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 16,046,827

記録サイト構築関係費 同　　　上 26,147,990

競技者登録システム、他競技条件関係費 同　　　上 5,156,452

選手派遣関係費 同　　　上 12,600

選手強化関係費 同　　　上 52,352,051

泳力検定会関係費 同　　　上 3,987,570

普及関係費 同　　　上 1,731,559

広告出演料､他事業共通費 同　　　上 4,841,300

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 9,755,243

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 1,479,957

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 1,793,087

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

競技大会申込金等 4,901,000

競技役員登録料、他 同　　　上 7,365,000

選手強化関係費 同　　　上 3,000

普及関係費 同　　　上 4,517,300

維持会員登録料 同　　　上 1,035,000

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 188,177

職員給料、社労士報酬に係る源泉所得税 法人の管理業務に係る預り金 145,191

職員住民税 同　　　上 255,800

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 1,352,052

2年度競技大会申込金、他返金 同　　　上 9,500

学生委員会支部関係費 同　　　上 909,450

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
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

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 6,228,100

流動負債合計 161,170,574

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

2021年から2026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
2021年から2026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

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

情報システム引当
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

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）

創立１００周年記
念事業引当預金

競技者登録システム再構築取得の財源に充
当するために引当資産として管理している

オリンピック関連
事業引当預金

記録サイト構築事
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

記録サイト追加機能構築の財源に充当する
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 2,812,116

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 66,978,940

固定負債合計 69,791,056

　　負債合計 230,961,630

　　正味財産 2,771,788,098
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