
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

助成金等
タグ選手権協賛金
チャリティマッチ協賛金
チケット代金等
その他

東京セブンズ大会　経費 2,283,588
伊藤忠商事㈱ 4月分事務所賃料 320,760
㈱豊栄エンタープライズ 4月分事務所賃料 400,702

RWC2019組織委員会 5,000,000
全国高校選抜大会経費 3,940,000
26年度包括保険料 5,597,800
東京セブンズ大会経費他 1,061,735

秩父宮妃基金 運用益を公益目的事業に使用 10,374,805
三井住友銀行　青山支店 同上

合宿・遠征諸経費等 56,895,655
日本代表選手出向料 23,927,638
タグ選手権業務委託費 13,497,084
ジャージ代 10,346,313
その他試合・業務委託費等 117,624,063

東京セブンズチケット代 11,020,700

239,076,652

8,505  楽天第二営業

公益目的事業に使用

  仮受金 RWC2015大会チケット代 公益目的事業に使用 19,984,400

みずほ銀行　渋谷支店

   固定負債合計

職員に対するもの等 源泉所得税等

  未払金

職員に対する退職金の支払に備えたもの

特定目的引当資産

39,586,624

  (固定負債)
  退職給付引当金 職員に対するもの

     負債合計 358,293,926
     正味財産 661,899,921

39,586,624

  未払消費税等 29,356,000
   流動負債合計 318,707,302

4,893,906

  賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払に備えたもの 13,232,720

  預り金

22,395,402

    World Rugby 宿泊代他 同上 8,903,022

1,080,000

  未払費用 職員に対するもの ３月締め給与等
  前受金

6,426,574

    同上
    同上
    同上

222,290,753
    公益目的事業に使用

  短期借入金 三井住友カード（キャッシング） 海外遠征時の事業資金 127,547
  (流動負債)

  ソフトウェア 試合分析用ソフト 試合分析用ソフト 1,360,796
413,911,901

  敷金
伊藤忠商事(株)
港区北青山2-5-1

本部代表事業部事務所敷金 4,384,222

     資産合計 1,020,193,847
   固定資産合計

  什器備品 測定器等 データ収集用測定器等 2,994,485
  電話加入権 本部事務所 本部事務所用電話 647,917

  構築物 舗装工事 練習グランド施設舗装 873,046
  車両運搬具 荷物運搬用車両 合宿等使用荷物運搬車 903,520

    その他固定資産
  建物附属設備 辰巳グランドクラブハウス等 練習グランド付属施設 3,291,890

    三井住友銀行　青山支店 4,479,726
    三菱UFJ信託　渋谷支店 同上 317,123

  第13回兵庫県公募公債他 運用益を公益目的事業に使用 234,104,000
    みずほ銀行　渋谷支店 175,803同上

同上

  物故役員基金 4,884,819

  退職給付引当預金 39,529,749

    特定資産

    基本財産
  基本財産 大和証券 運用益を公益目的事業に使用 105,590,000

606,281,946
  (固定資産)

  仮払金

   流動資産合計

    RWC2015大会チケット代
RWC2015大会チケット手数料    

16,667,697

54,365,924

  未収金 142,789,347

3,497,000

3,005,050

    
    

  立替金 同上 2,354,212
  貯蔵品

公益目的事業及び法人会計に使用

選手・役員用エンブレム他 同上

同上

同上

ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｽｱｰﾙ立替他

同上 1,391,680アジア協会 宿泊代他

2,395,570

29,160,000

      外苑前郵便局 運転資金として 3,272,964
  商品 機関誌、指導書、ネクタイ 公益目的事業に使用

    　三井住友青山ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ 同上 1,416,772

  郵便貯金 3,272,964

      みずほ渋谷体協 同上 1,676,762
      みずほ渋谷ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ 同上 95,313

88,483
      みずほ渋谷JOC 同上 21,105,808

  みずほ渋谷

      みずほ渋谷ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成口 同上

363,987,606

5,042,503

同上

運転資金として 4,578,896

      みずほ渋谷toto 同上 98,231

31,266,357

同上

公益目的事業に使用
7,500,032同上

76,508,650

財産目録
平成27年 3月31日現在

　本部 （単位:円）
金        額場所・物量等 使用目的等

預金

同上
同上

  

貸借対照表科目
  (流動資産)

運転資金として

現金

16,956,000

公益目的事業に使用

  

前払費用

普通預金 388,477,480
    

  

全国高校選抜大会協賛金

同上

同上

三井住友銀行　青山支店
職員の退職給付に備え、退職給付債務に
基づき引当している

同上

同上



仮払金 保険料等 222,299

411,428
試合経費等 公益目的事業に使用 65,083

  リース債務 関西支部コピー機 公益事業に使用 562,969

     正味財産 349,217,330

   固定負債合計 3,772,650
     負債合計 65,987,034

  退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払に備えたもの 3,772,650

  立替金 全国高校大会会議費他 公益目的事業に使用 3,869,144

   流動負債合計 62,214,384
  (固定負債)

      ゆうちょ銀行⑥ 同上 16,540,148

  賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払に備えたもの 4,372,672

      ゆうちょ銀行⑤ 同上 80,715

    大会宿泊費等 同上 2,980,440

      099店傷害見舞金 同上 168,986
      ゆうちょ銀行④ 同上 10,181,853

      099店賛助会員 同上 8,450

    未払費用 職員に対するもの ３月締め給与等 2,059,091

      099店一般口座 同上 3,799

  預り金 職員に対するもの等 源泉所得税等 256,410

  郵便貯金 26,983,951

    試合交付金 公益目的事業に使用 25,043,171
  未払金 55,526,211
  (流動負債)

  電話加入権 関東事務所 事務所用電話 218,400
446,970

  什器備品 関東事務所 金庫 228,570

     資産合計 415,204,364
   固定資産合計

  (固定資産)
    その他固定資産

      三井住友銀行天六支店④ 同上 7,617,211

      三井住友銀行天六支店⑥ 同上 9,846,914

  預金 普通預金 19,510,344

      三井住友銀行天六支店⑤ 同上 394,062

  未収金 会費等 公益目的事業及び法人会計に使用 1,703,211

   流動資産合計 414,757,394

      三井住友銀行天六支店① 運転資金として 1,652,157

  現金 運転資金として 157,954

240,000

定期預金 100,000,000
    
  

  

  (流動資産)

　関西支部 （単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

27,502,600

  みずほ銀行 公益目的事業に使用 100,000,000

同上

立替金

      みずほ銀行個人登録 同上

広告料等 同上

31,002,529

同上      みずほ銀行普及育成事業口 3,037,492
同上      三菱UFJ信託銀行 4,797,382

      みずほ銀行 運転資金として 176,384,646
      みずほ銀行個人会費口 同上 96,548,866

  現金 運転資金として 820,969
  預金 普通預金 311,770,915

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額
  (流動資産)

  前払費用 476,511

財産目録

　関東支部 （単位:円）

チケット割り戻し金

  (固定資産)

  未収金 加盟金・登録料等 公益目的事業及び法人会計に使用 14,653,710

什器備品 花園ラグビー場 製氷機 361,467

新興ビルサービス(株) 4月分事務所賃料

   流動資産合計 65,651,614

リース資産 関西事務所 コピー機 2,340,240

    その他固定資産
  

  敷金
新興ビルサービス(株)
大阪市北区浪花町1-19

事務所敷金 1,962,900

  

職員に対するもの ３月締め給与等 626,195

   固定資産合計 4,664,607
     資産合計 70,316,221
  (流動負債)

職員に対するもの等 社会保険料等 2,146,613

  未払金 試合経費等 公益目的事業に使用 13,062,337
    未払費用

18,814,114

  前受金 協賛金 公益目的事業及び法人会計に使用 864,000
  預り金

リース債務 関西支部コピー機 公益事業に使用 1,810,695

  賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払に備えたもの 1,552,000

   流動負債合計

   固定負債合計 4,172,790

  (固定負債)
  
  退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払に備えたもの 2,362,095

     負債合計 22,986,904
     正味財産 47,329,317

公益目的事業に使用



過剰入金 8,000

      福岡貯金事務センター 運転資金として 954,136

（単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

運転資金として 125,070

　九州支部

  西日本ｼﾃｨ天神 運転資金として 3,615,606

  (流動資産)
  現金

  福岡大手門郵便局 運転資金として 4,880,523

  預金 普通預金 3,615,606
    

大会経費等 同上 531,187

  郵便貯金 5,834,659
    

  立替金 家賃負担金等 公益目的事業に使用 52,190
  未収金

木元基金 西日本シティ銀行　唐人町支店 運用益を公益目的事業に使用 486,740

   流動資産合計 10,158,712
  (固定資産)

電話加入権 九州事務所 事務所用電話 158,100

    特定資産
  

   固定資産合計 2,047,040

    その他固定資産
  

  未払金 ジャージ代等 公益目的事業に使用 161,323

  敷金
(有)大禅
福岡市中央区舞鶴3-7-13

事務所敷金 1,402,200

     資産合計 12,205,752
  (流動負債)

    未払費用 職員に対するもの ３月締め給与等 625,539
  前受金 26年度賛助会 公益目的事業及び法人会計に使用 600,000

  賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払に備えたもの 453,044
   流動負債合計 1,847,906

退職給付引当金

     負債合計 2,127,206
     正味財産 10,078,546

  (固定負債)

預り金 公益目的事業及び法人会計に使用

職員に対するもの 職員に対する退職金の支払に備えたもの 279,300
   固定負債合計 279,300
  


