












公益社団法人日本武術太極拳連盟

１．重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は 終仕入原価法により評価している。

(2)固定資産の減価償却の方法

　　　 定額法により償却している。

(3)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．会計方針の変更

該当事項はありません。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

   定期預金 20,000,000 0 0 20,000,000

20,000,000 0 0 20,000,000

   研修センター改修積立金 20,000,000 0 20,000,000 0

20,000,000 0 20,000,000 0

40,000,000 0 20,000,000 20,000,000

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

基本財産

   定期預金 20,000,000 ( 0 ) ( 20,000,000 ) ( 0 )

20,000,000 ( 0 ) ( 20,000,000 ) ( 0 )

特定資産はありません。

５．担保に供している資産

該当事項はありません。

合　　計

当期末残高
（うち指定正味財産
　 　からの充当額）

（うち一般正味財産
　　 からの充当額）

 （うち負債に
　　 対応する額）

基本財産

小　　計

特定資産

小　　計

合　　計

科　　目

財務諸表に対する注記

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高



６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

建物 48,189,175 2,518,209 45,670,966

建物附属設備 64,848,643 16,736,181 48,112,462

什器備品 34,099,674 24,064,561 10,035,113

ソフトウェア 14,914,872 2,625,234 12,289,638

162,052,364 45,944,185 116,108,179

７．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はありません。

８．保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

10．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)
貸借対照表上
の記載区分

補助金等

　選手強化委託事業 0 6,874,000 6,874,000 0

　選手強化交付金 0 2,308,000 2,308,000 0

　ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ大会開催交付金 0 200,000 200,000 0

助成金 0

　くじ助成金（競技会開催）日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 0 3,893,000 3,893,000 0

　基金助成金（国内合宿） 日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 0 2,536,000 2,536,000 0

0

0 15,811,000 15,811,000 0

11．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

12．関連当事者との取引の内容　　　　

該当事項はありません。

13．重要な後発事項

該当事項はありません。

合　　計

公益財団法人日本オリンピック委員会

公益財団法人日本オリンピック委員会

公益財団法人日本オリンピック委員会

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合　　計

補助金等の名称 交付者



公益社団法人日本武術太極拳連盟

1.基本財産及び特定資産の明細 (単位：円)　

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

定期預金 20,000,000 0 0 20,000,000

基本財産計 20,000,000 0 0 20,000,000

研修センター改修積立金 20,000,000 0 20,000,000 0

特定資産計 20,000,000 0 20,000,000 0

附 属 明 細 書

基本財産

特定資産



公益社団法人日本武術太極拳連盟 （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 378,148

  預金 普通預金

      みずほ銀行四谷支店 運転資金として 22,283,132

      三井住友銀行麹町支店 運転資金として 461,415

      三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 運転資金として 558,496

  郵便貯金
　ゆうちょ銀行 運転資金として 456,671

  郵便振替口座

    　ゆうちょ銀行 運転資金として 27,498,388

定期預金

    みずほ銀行四谷支店 運転資金として 1,286,643

  未収金 都道府県連盟一括請求分 他 6,091,140

  前払金 選手権大会会場費 他 2,791,191

  商品 ﾃｷｽﾄ、DVD　他 3,170,916

  仮払金 DVD製作、指導員認定概算費用 他 3,600,080

未収消費税等 2,991,700

71,567,920

(固定資産)

  基本財産

  定期預金   みずほ銀行四谷支店　 運転資金として 20,000,000

  その他固定資産

  建物 東京都江戸川区松江1-9-4 公益目的保有財産（本部研修ｾﾝﾀｰ） 45,670,966

  建物附属設備 東京都江戸川区松江1-9-4 公益目的保有財産（本部研修ｾﾝﾀｰ） 48,112,462

  什器備品 公益目的保有財産（音響設備、競技用マット 他） 10,035,113

  電話加入権 275,000

  ソフトウェア 公益目的保有財産（審判システム） 12,289,638

  敷金 公益目的保有財産（本部研修センター）及び事務所賃借 10,903,858

147,287,037

     資産合計 218,854,957

(流動負債)

  未払金 収益事業に供するｼｭｰｽﾞ購入の未払い分 他 3,329,794

  前受金 大会出場料、講習会 他 53,888,500

  預り金

      源泉所得税 1,099,530

      住民税 381,500

    　その他 東日本大震災義援金 他 965,326

未払法人税等 70,000

59,734,650

59,734,650

159,120,307

     負債合計

     正味財産

財 産 目 録
平成25年 3月31日現在

貸借対照表科目

   流動資産合計

   固定資産合計

   流動負債合計
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