
（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  1,426,655

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）

 32,943,769

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）

 26,228,849

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）

 5,958,458

普通預金
滋賀銀行県庁支店

運転資金として
（その他）

 46,811,141

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）

 1,523,886

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）

 5,542,800

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）

 1,419,318

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）

 441,045

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）

 546,840

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）

 1,782,510

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）

 1,577,230

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）

 13,872,780

定期預金
滋賀銀行県庁支店

資金運用として  3,749,728

未収金 滋賀県 公・指定管理運営事業の受託金他である。  24,707,494

スポーツ安全協会滋賀支
部他

公・県民総スポーツ普及振興事業の広告料
他である。

 1,061,377

大津市立瀬田中学校他 公・指定管理運営事業の施設利用料金他で
ある。

 248,495

ネオス(株) 収・自動販売機事業等の手数料他である。  4,752

流動資産合計  169,847,127

(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。

 24,161,795

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。

 32,666,220

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。

 57,535,000

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。

 78,743,000

スポーツ振興基金積
立資産

定期預金
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。

 560,755

スポーツ振興基金資
産

定期預金
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。

 79,229,930

 財　　　産　　　目　　　録
令和4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

滋賀県スポーツ少年
団競技別交流大会事
業資産

定期預金
滋賀銀行県庁支店

公・滋賀県スポーツ少年団の競技別交流大
会（9競技）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。

 1,000,000

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。  692,275

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。  949,913

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。  1,153,167

固定資産合計  395,873,182

　　  資産合計  565,720,309

(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

 30,544,244

大津税務署 消費税、地方消費税  6,888,000

職員 職員１名の退職金、未払の時間外勤務手当
等

 5,273,064

㈱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  3,751,356

㈱パティネレジャー 指定管理運営事業のグループ分担金  3,547,150

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。

 2,868,061

関西電力㈱他 指定管理運営事業の電気料金  4,864,143

㈲大高防災設備他 指定管理運営事業の修繕料  2,602,113

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

 1,041,219

㈱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  1,876,506

日本管財(株) 指定管理運営事業のグループ分担金等  416,515

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

 20,892,612

未払法人税等 大津税務署 他 法人税、地方法人税等  2,449,400

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。

 2,574,800

預り金 健康保険厚生年金預り金 社会保険料（自己負担分）  1,636,211

所得税預り金 源泉所得税  715,956

住民税預り金 地方税(住民税）  649,300

その他 管理施設等での預り金  668,101

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。

 15,352,799

流動負債合計  108,611,550

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。

 24,161,795

固定負債合計  24,161,795

　　  負債合計  132,773,345

　　  正味財産  432,946,964

（注）令和３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 30,757,186

期末 31,845,454

(固定負債)


