
（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  1,636,200

預金 普通預金
滋賀銀行県庁支店

運転資金として
（施設管理運営事業）

 14,145,120

普通預金
滋賀銀行県庁支店

運転資金として
（施設スポーツ振興事業）

 24,846,323

普通預金
滋賀銀行県庁支店

運転資金として
（スポーツ少年団事業）

 4,988,120

普通預金
滋賀銀行県庁支店

運転資金として
（その他）

 68,676,508

普通預金
滋賀銀行県庁支店

施設利用料等として
（スポーツ会館）

 1,461,640

普通預金
滋賀銀行県庁支店

施設利用料等として
（体育館・武道館管理センター）

 4,668,520

普通預金
滋賀銀行県庁支店

施設利用料等として
（柳が崎ヨットハーバー）

 744,798

普通預金
滋賀銀行彦根駅前支店

施設利用料等として
（彦根総合運動場）

 806,687

普通預金
滋賀銀行瀬田支店

施設利用料等として
（琵琶湖漕艇場）

 255,319

普通預金
滋賀銀行長浜支店

施設利用料等として
（長浜ドーム）

 2,121,990

普通預金
滋賀銀行栗東支店

施設利用料等として
（栗東体育館）

 1,327,405

普通預金
滋賀銀行大津市場代理店

施設利用料等として
（アイスアリーナ）

 10,283,785

定期預金
滋賀銀行県庁支店

資金運用として  2,212,723

未収金 滋賀県 公・指定管理運営事業の受託金他である。  74,300,167

独立行政法人日本スポー
ツ振興センター他

公・県民総スポーツ普及振興事業の受託金
他である。

 4,720,892

滋賀レイクスターズ他 公・県民総スポーツ普及振興事業の施設利
用料金他である。

 1,025,470

ネオス(株) 収・自動販売機事業等の手数料他である。  33,245

前払金 公益財団法人スポーツ安
全協会滋賀県支部

公・次期の県民総スポーツ普及振興事業の
保険料である。

 49,950

流動資産合計  218,304,862

(固定資産)

基本財産 投資有価証券 滋賀県債 公益目的事業および管理目的財産であり、
運用益を公益目的事業および管理費の財源
として50％ずつ使用している。

 59,964,000

定期預金 定期預金
滋賀銀行県庁支店

公益目的事業および管理目的財産であり、
運用益を公益目的事業および管理費の財源
として50％ずつ使用している。

 36,000

特定資産 船舶 ナックルフォア艇 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。

 12

退職給付引当資産 定期預金
京都信用金庫本部

職員退職給付引当金の見合の引当資産とし
て管理している。

 27,937,868

減価償却引当資産 定期預金
滋賀銀行県庁支店

法・車両、船舶等償却資産の更新時の財源
とするために積み立てている資産である。

 32,385,485

事業運営強化資産 定期預金
滋賀銀行県庁支店

収・公益事業を支える事業活動の実現と確保
を図るために積み立てている資産である。

 6,885,000

利付国債 収・公益事業を支える事業活動の実現と確保
を図るために保有している資産である。

 58,895,000

経営安定化資産 定期預金
関西みらい銀行びわこ営
業部

法・永続的公益活動の実現・確保と経営基
盤・財政基盤の強化を図るために積み立てて
いる資産である。

 31,698,000

利付国債 法・永続的公益活動の実現・確保と経営基
盤・財政基盤の強化を図るために保有してい
る資産である。

 80,500,000

スポーツ振興基金積
立資産

定期預金他
滋賀銀行県庁支店

公・スポーツ振興基金資産の運用益を源泉と
した財産であり、県民総スポーツ普及振興事
業の事業費に充当するために積み立ててい
る資産である。

 919,188

スポーツ振興基金資
産

定期預金他
滋賀銀行県庁支店他

公・県民総スポーツを推進するため、スポー
ツ振興事業を実施する事業費への充当を指
定して寄附を受けた財産を積み立てている資
産であり、運用益を同事業費の財源として使
用している。

 88,036,930

 財　　　産　　　目　　　録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目



場所・物量等 　使用目的等 金　　額貸借対照表科目

特定資産 法人周年事業等運営
資産

定期預金
京都信用金庫本部

法・創立１００周年など法人運営活動の実現・
確保と法人運営の安定化を図るために寄付
を受けた財産を積み立てている資産である。

 14,000,000

国民スポーツ大会関
連事業資産

定期預金
京都信用金庫本部

公・国民スポーツ大会が成功裏に進むように
同大会に関連する公益目的事業費への充当
を指定して寄附を受けた財産を積み立ててい
る資産である。

 6,000,000

アイススポーツ振興
事業等資産

定期預金
滋賀銀行県庁支店

公・アイスアリーナの設備充実およびアイス
スポーツに関連する公益目的事業費への充
当を指定して寄附を受けた財産を積み立て
ている資産である。

 598,112

その他固定資産 車両運搬具 乗用車、貨物自動車他 法・管理運営の用に供している。  3

什器備品 運動解析機器他 公・公益目的事業の用に供している。  7

什器備品 パソコンサーバー 他 法・管理運営の用に供している。  1,414,582

船舶 シングルスカル艇 公・公益目的事業の用に供している。  757,167

固定資産合計  410,027,354

　　  資産合計  628,332,216

(流動負債)

未払金 滋賀県 公・収・スポーツ振興事業補助金等返還金ほ
か

 63,869,484

㈱パティネレジャー 指定管理運営事業のSPNグループ分担金  9,758,067

大津税務署 消費税  5,732,300

職員 職員２名の退職金、未払の時間外勤務手当
等

 17,534,797

㈱NTTファシリティーズ 指定管理運営事業のグループ分担金  9,120,655

厚生労働省年金局事業管
理課大津年金事務所

公益目的事業、収益事業及び管理目的の業
務に従事する役職員の健康・厚生年金保険
料である。

 2,940,660

関西電力㈱他 指定管理運営事業の電気料金  4,698,406

松井工業(株)他 指定管理運営事業の修繕料  3,453,272

大津市企業局他 指定管理運営事業の上下水道料金・ガス使
用料

 711,338

㈱ナショナルメンテナンス 指定管理運営事業のグループ分担金等  2,796,750

日本管財(株) 指定管理運営事業のグループ分担金等  845,130

その他 公益目的事業、収益事業及び管理目的の業
務に使用する費用

 17,549,523

未払法人税等 大津税務署 他 法人税、事業税等  3,511,000

前受金 受講者 他 公・次期の県民総スポーツ普及振興事業の
参加料等である。

 1,982,980

預り金 健康保険厚生年金預り金 社会保険料（自己負担分）  1,596,135

所得税預り金 源泉所得税  680,727

住民税預り金 地方税(住民税）  789,700

その他 管理施設等での預り金  663,363

賞与引当金 公益目的事業、収益事業及び管理目的の業
務に従事する職員の賞与の引当金である。

 16,295,250

流動負債合計  164,529,537

退職給付引当金 公益目的事業、収益事業及び管理目的の業
務に従事する職員の退職給付の引当金であ
る。

 27,937,868

固定負債合計  27,937,868

　　  負債合計  192,467,405

　　  正味財産  435,864,811

（注）令和2年度 期首及び期末の公益目的保有財産額の合計額は、次のとおりである。

(単位：円)

期首 30,000,019

期末 30,757,186

(固定負債)


