
公益財団法人山梨県体育協会 （単位：円）

金額

4,408,144

135,503

365,131,437

15,810,405

1,031,350

834,993

382,808,185

70,069,176

10,000,000

570,386

95,986

4,933,647

6,042,100

10,975,747

15,423

154,425

26,544

180,969

5,436,153

2,465,063

90,000

7,991,216

487,250,735

100,352,728

30,459,333

100,007,121

42,879

40,667

230,902,728

256,680,408

9,586,634

83,084,786

14,655,291

49,353,697

財 産 目 録

平 成 25 年 3 月 31 日 現 在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

（流動資産） 現金

小口現金

普通預金 山梨中央銀行城南支店

山梨中央銀行吉田支店 同上

大口定期預金 山梨県民信用組合南支店 同上

定期預金 山梨中央銀行城南支店 運転資金として

（普通預金計）

山梨中央銀行湯村支店 同上

都留信用組合鳴沢支店 同上

貯蔵品 小瀬スポーツ公園他１５件 公益目的事業：暖房用灯油他として

繰越商品 小瀬スポーツ公園及び各施設 収益事業：窓口売店商品として

繰越原材料 小瀬スポーツ公園レストラン 収益事業：レストラン食材として

立替金
山梨県体育祭り実行委員会
他１件対する立替額

公益目的事業：コピー代金立替他として

前払金

（貯蔵品計）

山梨中央銀行城南支店他１
件に対する前払額

公益目的事業：国債経過利息前払分他

山梨県体育協会 管理運営業務：山梨県体育史代３巻在庫他として

未収金

（株）ヴァンフォーレ山梨ス
ポーツクラブに対する立替額

売店事業行政財産使用料立替として

（立替金計）

県ゴルフ連盟他２７件に
対する未収額

公益目的事業：競技団体選手強化費補助金
返還金他として

体育史購入者に対する未収
額

管理運営業務：山梨県体育史第３巻頒布
代金として

流動資産合計

（固定資産）

（株）ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ山梨ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ他
１９件に対する未収額 収益事業：売店事業売店出店手数料として

（未収金計）

基金積立預金 定期預金

地方公募債 平成２１年度第１回山梨県公募公債 に充当

山梨中央銀行城南支店

基本財産 国庫債券 第３２８回利付国庫債券 公益目的事業、管理運営目的保有財産であり、

山梨中央銀行城南支店 運用益を公益目的事業、管理運営業務の財源

普通預金 山梨中央銀行城南支店 事業の財源に充当

山梨県民信用組合南支店

定期預金 山梨中央銀行城南支店

特定資産 退職給付引当資産 職員退職給付用財産であり、運用益を公益目的

（基本財産計）

定期預金 山梨中央銀行城南支店

国庫債券 第６２回利付国債

SMBC日興證券甲府支店

現金手許有高 運転資金として

小口現金手許有高 同上

同上



金額貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

100,000,000

211,818,430

50,457,650

159,904,000

1,456,780

20,089,245

2,542,541

2,542,541

305,000

56,696,311

24,114,300

407,097,250

2,145,150

3,512,890

570,413

△ 376,279,678

22,630,613

3,611,373

19,019,240

631,922,873

18,025,116

16,704,741

1,320,375

3,556,425

2,225,425

1,331,000

91,276,209

84,326,873

6,219,241

スポーツ振興資産 公益目的保有財産であり、運用益を事業費の

野村證券甲府支店

地方公募債 平成１９年度第３回広島県公募公債

国庫債券 第６０回利付き国債 財源に充当

野村證券甲府支店

投資有価証券 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行債

供している。

日体協交付金未収額 公益財団法人日本体育協会 公益目的補修財産であり、公益目的事業の用に

普通預金 山梨中央銀行城南支店

積立資産 山梨中央銀行城南支店 財源に充当

県民スポーツ
推進事業積立資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

供している。

スポーツ傷害見舞金 第３０９回利付き国債 公益目的保有財産であり、運用益を事業費の

SMBC日興証券甲府支店

定期預金 山梨中央銀行城南支店

構築物 境川自転車競技場

建物附属設備 境川自転車競技場 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

境川給水ポンプ設備他4件 供している。

建物 境川自転車競技場 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

境川管理棟他1件 供している。

固定資産 建物附属設備 小瀬スポーツ公園他

うち公益目的保有財産92.7%体育館大型鏡他32件

うち収益事業に供している財産7.3%

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

供している。

減価償却累計額

減価償却引当資産

その他

（特定資産計）

ソフトウエア フォームファインダー

普通預金

定期預金

山梨中央銀行城南支店

山梨中央銀行城南支店

減価償却引当用財産であり、運用益を公益目的

事業、収益事業の財源に充当

軽自動車（トラック）他2件 うち公益目的保有財産62.6%

車両運搬具 小瀬スポーツ公園他

什器備品 小瀬スポーツ公園他

複写機他172件

うち収益事業に供している財産37.4%

うち公益目的保有財産92.4%

うち収益事業に供している財産6.8%

小瀬スポーツ公園他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

普通自動車（セレナ） 供している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

境川走路改修他6件 供している。

車両運搬具

什器備品 境川自転車競技場 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

境川看板他4件 供している。



金額貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

730,095

△ 62,459,254

9,135,000

△ 7,308,000

50,000,000

20,089,245

2,000

122,316,741

985,142,342

1,472,393,077

318,756

148,070,069

2,400,716

3,182,085

153,652,870

3,389,500

5,264,421

52,600

5,317,021

3,849,250

3,651,522

7,500,772

170,178,919

234,724,528

1,827,000

236,551,528

406,730,447

1,065,662,630

減価償却累計額

SMBC日興証券甲府支店 業の財源として使用している。

第３０９回利付き国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事

リース資産減価償却累計額

投資有価証券 バイエルン州立銀行債 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事

リース資産 小瀬スポーツ公園 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に

トレーニングマシン 供している。

固定資産合計

資産合計

（流動負債） 買掛金
武田食品（株）他８件に
対する買掛額

収益事業：レストラン食材仕入他として

山梨中央銀行 業の財源として使用している。

出資金 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ山梨 ﾚｽﾄﾗﾝ事業仕入先登録出資として

未払金
東京電力㈱他２２９件に
対する未払額

公益目的事業：職員社会保険料他預かり分他
として

未払法人税等 甲府税務署他に対する未払額 甲府税務署他

前受金 施設使用料に対する前受額
公益目的事業：小瀬他施設回数券利用料
前受分として

負債合計

正味財産

リース債務 小瀬スポーツ公園 公益目的事業：トレーニング機器２１台リース代

固定負債合計

流動負債合計

（固定負債） 退職給付引当金 職員分
公益目的事業、収益事業、管理運営業務に
従事する職員３９名分の退職給付金として

（株）五味新聞店他１７件
に対する未払額

収益事業：新聞購読代他として

県教育委員会他９件に対す
る
未払額

管理運営業務：県補助金返還金他として

（預り金計）

職員分 収益事業：レストランチケット前受分として

（前受金計）

（未払金計）

うち運営管理に供している財産0.8%

（その他固定資産計）

甲府税務署他９件に対する
預かり額

厚生労働省年金局事業管理課長
他２件に対する預り額

収益事業：職員源泉所得税預かり分他として

預り金

公益目的事業：電気料他として


