
公益財団法人山梨県体育協会 （単位：円）

金額

930,855

918,080

1,848,935

4,311

56,606,376

4,717,703

2,644,244

75,296,599

42,423,837

25,000

15,751,954

5,985,710

5,844,472

5,887,980

215,183,875

166,787

50,000,000

100,033,657

150,200,444

10,000,000

331,132

82,140

3,117,218

6,039,000

9,156,218

265,560

1,482

17,740

19,222

24,090,923

2,507,093

（流動資産） 現金 公益事業（施設管理）会計 運転資金として

収益事業等会計 運転資金として

財 産 目 録

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

山梨中央銀行城南支店 施設管理事業運転資金として

（現金計）

小口現金 小口現金手元有高 収益事業等会計運転資金として

普通預金 山梨中央銀行城南支店 公益目的事業会計、法人会計

山梨中央銀行小淵沢支店 八ヶ岳ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ施設利用料入金口座として

（普通預金計）

山梨中央銀行湯村支店 緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公園公園施設利用料入金口座として

山梨中央銀行城南支店 スポーツ少年団事業運転資金として

山梨中央銀行吉田支店 富士北麓公園公園施設利用料入金口座として

山梨中央銀行城南支店 収益事業会計運転資金として

山梨中央銀行城南支店 賛助会入金口座として

山梨中央銀行城南支店 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園施設利用料入金口座として

山梨中央銀行城南支店 スポーツ振興事業運転資金として

（定期預金計）

大口定期預金 山梨信用金庫南支店 法人会計運転資金として

繰越商品 小瀬スポーツ公園他各施設 収益事業：窓口売店商品として

定期預金 山梨信用金庫南支店 公益目的事業会計運転資金として

山梨信用金庫南支店 施設管理事業運転資金として

山梨信用金庫南支店 施設管理事業運転資金として

小瀬スポーツ公園他１３件 時節管理事業：暖房用灯油他として

山梨県体育協会 法人会計：山梨県体育史第３巻在庫

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

貯蔵品

立替金 山梨県体育施設協会に 公益事業：３月分県体育施設協会使用

対する立替額 ゆうメール代

（株）ヴァンフォーレ山梨 収益事業：売店事業行政財産使用料

（貯蔵品計）

前払金 （株）海上商事に対する 公益事業：平成２７年度体育協会イベント

前払額 主催者賠償責任保険料

ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 収益事業：３月分自動販売機手数料他と

に対する未収額 補助金精算額他

スポーツクラブに対する立替額立替として

（立替金計）

未収金 山梨県教育委員会他４２件公益事業：山梨県体育協会運営事業

他４０件に対する未収額 して

平成27年3月31日現在

運転資金として



金額

608,001

△ 13,495,046

13,710,971

400,802,808

230,803,597

30,500,000

100,282,184

100,021,413

592,643,615

211,847,017

50,336,000

159,936,000

1,546,430

28,587

27,178,961

7,112,026

20,066,935

3,850,155

216,848,724

152,839,736

14,530,201

49,478,787

35,753,814

56,696,311

に対する未収額 助金精算額他

（内部取引消去）

（未収金計）

山梨県教育委員会他９件 法人会計：山梨県体育協会運営事業補

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

国庫債券 第２７３回長期利付国債 管理運営目的保有財産であり、運用益を

山梨中央銀行 法人管理運営業務の財源に充当

流動資産合計

（固定資産）

基本財産

山梨中央銀行 事業に充当

特定資産

第３２８回長期利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益

山梨中央銀行 事業に充当

地方公募債 第２１１回山梨県公募公債 公益目的保有財産であり、運用益を公益

野村證券甲府支店 目的事業の財源に充当

地方公募債 平成１９年度第３回広島県 公益目的保有財産であり、運用益を公益

スポーツ振興

国庫債券 第６０回超長期利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益

基金積立預金 定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益

山梨中央銀行城南支店 目的事業の財源に充当

公募公債　ＳＭＢＣ日興証券 目的事業の財源に充当

定期預金 山梨中央銀行城南支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益

第３０９回長期利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を公益

山梨中央銀行 目的事業の財源に充当

県民スポーツ推進 定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益

見舞金積立資産 山梨中央銀行城南支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益

普通預金 目的事業の財源に充当

定期預金 山梨中央銀行城南支店 公益目的事業の財源に充当

事業積立資産 山梨中央銀行城南支店 目的事業の財源に充当

退職給付引当資産 職員退職給付用財産であり、運用益を

減価償却引当資産 普通預金 減価償却引当用財産であり、運用益を

山梨中央銀行城南支店 公益目的事業、収益事業の財源に充当

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

定期預金 山梨信用金庫南支店

国庫債券 第６２回超長期利付国債

ＳＭＢＣ日興証券

境川管理棟他1件 の用に供している。

スポーツ傷害

目的事業の財源に充当

積立資産



金額

24,114,300

420,547,750

2,145,150

3,512,890

236,513

△ 410,087,970

226,128,929

18,496,495

5,832,000

3,490,425

138,893,893

△ 90,652,819

9,135,000

△ 9,135,000

20,066,935

50,000,000

80,000,000

150,066,935

2,000

境川給水ポンプ設備他4件の用に供している。

構築物 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

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

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

普通自動車（セレナ） の用に供している。

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

境川走路他7件 供している。

車輌運搬具 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

その他

固定資産

境川看板他6件 の用に供している。

ソフトウエア 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

建物附属設備 小瀬スポーツ公園他

体育館大型鏡他37件 うち公益目的保有財産92.9ﾊﾟｰｾﾝﾄ

うち収益事業に供している財産7.1ﾊﾟｰｾﾝﾄ

構築物 小瀬スポーツ公園

フォームファインダー の用に供している。

減価償却累計額

うち収益事業に供している財産37.4ﾊﾟｰｾﾝﾄ

什器備品 小瀬スポーツ公園他

複写機他417件 うち公益目的保有財産99.98ﾊﾟｰｾﾝﾄ

球技場日除けベンチ うち公益目的保有財産100ﾊﾟｰｾﾝﾄ

車輌運搬具 小瀬スポーツ公園他

軽自動車（ﾄﾗｯｸ）他6件 うち公益目的保有財産62.6ﾊﾟｰｾﾝﾄ

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

トレーニングマシン の用に供している。

リース資産減価

うち収益事業に供している財産0.01ﾊﾟｰｾﾝﾄ

うち管理運営事業に供している財産

減価償却累計額

0.01ﾊﾟｰｾﾝﾄ

平成２５年度第８回千葉県 運用益を公益目的事業の財源に充当

公募公債　ＳＭＢＣ日興証券

第２６１回山梨県公募公債 運用益を収益事業の財源に充当

償却累計額

投資有価証券 第３０９回長期利付国債 管理運営目的財産であり、運用益を

山梨中央銀行 法人管理運営業務の財源に充当

山梨中央銀行

（投資有価証券計）

出資金 パルシステム山梨 レストラン事業仕入先登録出資として



金額

1,049,576,141

1,450,378,949

297,710

154,468,223

14,388,747

124,813

△ 13,487,821

155,493,962

3,293,200

2,096,585

61,200

2,157,785

3,209,548

2,725,015

△ 7,225

5,927,338

167,169,995

193,904,563

193,904,563

361,074,558

1,089,304,391

資産合計

（流動負債） 買掛金 武田食品（株）他８件に 収益事業：３月分レストラン食材仕入他として

固定資産合計

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

東京電力（株）他２１件 収益事業：３月分電気使用料他

対する買掛額

未払金 山梨県教育委員会他 公益事業：山梨県体育協会運営事業補助

２６１件に対する未払額 金返還額他

（内部取引消去）

（未払金計）

前受金 施設使用料に対する前受額 公益事業：平成２６年度末利用回数券

に対する未払額

（株）五味新聞店他７件 法人会計：１月から３月分新聞購読代他

に対する未払額

未払法人税等 甲府税務署他 収益事業：法人税等納付

収益事業：３月分売店売上預かり額他

未使用分

職員他 収益事業：レストランチケット未使用分

（前受金計）

預り金 山梨中央銀行城南支店 公益事業：３月分社会保険料本人負担分他

負債合計

正味財産

（固定負債） 退職給付引当金 職員分 職員３６名分の退職給付金として

固定負債合計

預り額

（内部取引消去）

（預り金計）

流動負債合計

ワインクラブ他に対する


