
公益財団法人山梨県体育協会 （単位：円）

金額

2,233,895

1,706,550

3,940,445

40,873

48,184,588

4,515,484

5,439,892

62,276,898

66,561,476

0

0

1,015,436

25,133,589

0

15,296,590

0

25,505,241

17,998,074

0

5,297,260

0

0

0

277,224,528

100,169,273

31,527,172

131,696,445

10,000,000

89,937

10,089,937

271,686

109,811

310,949

1,916,157

2,227,106

41,890

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

貯蔵品

山梨信用金庫南支店

山梨中央銀行湯村支店

ーツクラブに対する立替額

山梨中央銀行吉田支店 富士北麓公園公園窓口売店入金口座として

山梨中央銀行小淵沢支店 八ヶ岳ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ施設貸靴入金口座として

緑が丘ｽﾎﾟｰﾂ公園公園窓口売店収入入金口座として

定期預金

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

㈱ヴァンフォーレ山梨スポ 収益事業：売店事業行政財産使用料

（貯蔵品計）

公益事業：灯油、A重油他

立替金

財 産 目 録

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

（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

（流動資産） 現金 公益目的事業会計 運転資金として

収益事業等会計 運転資金として

平成30年3月31日現在

山梨中央銀行城南支店 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｽﾀｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運転資金として

普通預金 山梨中央銀行城南支店 公益目的事業会計、法人会計運転資金として

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 施設管理事業運転資金として

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

山梨中央銀行城南支店 施設管理事業運転資金として

山梨中央銀行城南支店 国体参加料・保険料入金口座として

山梨中央銀行城南支店

山梨中央銀行城南支店 公益目的事業運転資金として

期末退職者に対する退職金他として

山梨中央銀行城南支店 補助金等会計運転資金用口座として

山梨中央銀行城南支店 補助金・法人・施設管理運転資金として

山梨中央銀行城南支店 補助金等会計運転資金として

（大口定期預金計）

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

（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

施設管理事業運転資金として

小瀬スポーツ公園他 公益事業：体協ネクタイ他

小瀬スポーツ公園他各施設



金額

3,240

45,130

7,299,091

5,233,097

2,602,055

70,000

15,204,243

440,850,204

230,550,000

100,000,000

30,500,000

99,999,975

50,025

517,791,180

211,818,430

50,480,000

160,000,000

1,338,430

27,823,781

7,503,381

220,000

20,100,400

6,081,250

6,081,250

176,020,340

目的事業、収益事業、法人の財源に充当

退職給付 職員退職給付用財産であり、運用益を公益

引当資産

　定期預金 山梨中央銀行城南支店

　普通預金 山梨中央銀行城南支店

県民スポーツ推進

事業積立資産

　国庫債券

公益目的保有財産であり、運用益を公益

目的事業の財源に充当

山梨中央銀行城南支店

スポーツ振興 公益目的保有財産であり、運用益を公益

　国庫債券 第６０回長期利付国債

第３０９回長期利付国債

山梨中央銀行

スポーツ傷害

　定期預金 山梨中央銀行城南支店

野村證券甲府支店

　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

積立資産

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 平成２７年度第１回山梨県 管理運営目的財産であり、運用益を法人

国庫債券

平成２１年度第１回山梨県 公益目的保有財産であり、運用益を公益

公募公債　山梨中央銀行 事業に充当

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 事業に充当

流動資産合計

（固定資産）

基本財産

公募公債　山梨中央銀行 管理運営業務の財源に充当

未収金 各競技団体からの補助金

戻入額他

公益事業：ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄ・ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ事業

補助金戻入他

他に対する未収額

（未収金計）

他に対する未収額

山梨県パワーリフティング協会 法人：平成29年度加盟分担金他

ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 収益事業：３月分自動販売機手数料他

未収額他

（立替金計）

施設使用者等に対する 公益事業：小瀬スポーツ公園施設使用料他

職員に対する立替額 公益事業：健康診断料

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

目的事業の財源に充当

目的事業の財源に充当

見舞金積立資産



金額

89,937

2,437,058

79,713,689

14,467,656

49,312,000

30,000,000

50,219,532

40,479,678

9,739,854

56,696,311

24,114,300

420,547,750

2,145,150

3,512,890

△ 461,188,554

183,719,872

17,325,745

5,832,000

3,070,425

130,270,638

646,920

△ 123,916,256

うち公益目的保有財産96.02ﾊﾟｰｾﾝﾄ

の用に供している。

小瀬スポーツ公園

会計ソフト他2件

ソフトウェア

うち公益目的保有財産56.65ﾊﾟｰｾﾝﾄ

うち収益事業に供している財産3.97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

公益目的保有財産であり、公益目的事業

複写機他256件

その他

固定資産

うち収益事業に供している財産43.35ﾊﾟｰｾﾝﾄ

什器備品 小瀬スポーツ公園他

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

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92.38ﾊﾟｰｾﾝﾄ

うち収益事業に供している財産7.62ﾊﾟｰｾﾝﾄ

構築物 小瀬スポーツ公園

軽自動車（ﾄﾗｯｸ）他5件

減価償却累計額

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

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

境川看板他6件 の用に供している。

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

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

減価償却 減価償却引当用財産であり、運用益を

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

ＳＭＢＣ日興証券

　定期預金 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

境川管理棟他1件 の用に供している。

　地方公募債 富士の国やまなし県民債

山梨中央銀行

　定期預金 山梨中央銀行城南支店

山梨中央銀行城南支店　定期預金

山梨信用金庫南支店

　国庫債券 第６２回長期利付国債

引当資産

　普通預金 山梨中央銀行城南支店

山梨中央銀行城南支店



金額

9,135,000

△ 9,135,000

20,100,400

50,000,000

80,000,000

388,000

150,488,400

2,000

932,061,052

1,372,911,256

262,457

159,418,970

3,931,714

11,634,887

174,985,571

2,899,786

2,766,200

3,422,339

60,000

86,400

3,568,739

3,166,127

3,083,782

6,249,909

19,628,233

210,360,895

176,020,340

176,020,340

386,381,235

986,530,021

償却累計額

平成２５年度第８回千葉県

に対する未払額

職員他に対する未払額 収益事業：３月分報酬他

資産合計

（株）五味新聞店他 法人会計：１月から３月分新聞購読代他

公益目的保有財産であり、運用益を

公募公債　ＳＭＢＣ日興証券 公益目的事業の財源に充当

平成２６年度第１回山梨県 収益事業財産であり、運用益を

日本連合警備㈱他 公益事業：小瀬スポーツ公園警備業務他

（流動負債） 買掛金 平野屋他7件に 収益事業：3月分レストラン食材仕入ほか

公募公債　山梨中央銀行

（投資有価証券計）

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

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

固定資産合計

収益事業の財源に充当

公益目的保有財産であり、運用益を

公益目的事業の財源に充当山梨中央銀行

第３２８回長期利付国債

（預り金計）

流動負債合計

ﾜｲﾝｸﾗﾌﾞ他に対する預り額 収益事業：３月分売店売上他

職員に対する引当額 ６月分賞与

負債合計

正味財産

賞与引当金

（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

収益事業：レストランチケット未使用分

（前受金計）

預り金 職員他に対する預り額 公益事業：３月分社会保険料本人負担分他

（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２８年度末利用回数券

未払法人税等 甲府税務署他 収益事業：法人税等納付

日本体育協会に対する前受額 公益事業：認定員育成情報提供プログラム育成金

未払費用

未使用分

職員他に対する前受額

６月分賞与に対する社会保険料事業主負担分厚生労働省年金事務局

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

に対する未払額

対する買掛額

未払金

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

リース資産 小瀬スポーツ公園


