
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

助成金等
その他

世界大学選手権　 参加保証金 629,800
㈱豊栄エンタープライズ 4月分事務所賃料 400,702

全国高校選抜大会経費
その他

秩父宮妃基金 運用益を公益目的事業に使用 10,374,805
同上

合宿・遠征諸経費等 76,497,543
ジャージ代 43,729,674
業務委託費等 63,342,966
その他 43,127,360

みずほ銀行　渋谷支店

30,013  楽天第二営業

   固定負債合計

職員に対するもの等 源泉所得税等

  未払金

特定目的引当資産

42,175,596

  (固定負債)

175,837

1,414,600
   流動負債合計

307,331,214
     正味財産 190,551,848

職員に対する退職金の支払に備えたもの

  未払消費税等

42,175,596  退職給付引当金 職員に対するもの

     負債合計

265,155,618

2,891,816
  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 12,842,328
  預り金

13,560,122
    World Rugby 宿泊代他 公益目的事業に使用 12,673,054

その他 同上 887,068

職員に対するもの 3月締め給与等
  前受金

7,749,209

    同上
    公益目的事業及び法人会計に使用

同上
  未払費用

試合分析用ソフト 557,462

226,697,543
    公益目的事業に使用

497,883,062
   固定資産合計

本部代表事業部事務所敷金 1,431,567

  (流動負債)

  ソフトウェア 試合分析用ソフト

  構築物

  什器備品 測定器等 データ収集用測定器等

敷金 (株)豊栄エンタープライズ

練習グランド施設舗装 555,770

3,973,369

177,065,327

  電話加入権 本部事務所 本部事務所用電話 647,917

舗装工事
2,289,269

  車両運搬具 荷物運搬用車両 合宿等使用荷物運搬車 4,897,703

  物故役員基金 4,884,819

  退職給付引当預金

  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
    その他固定資産

    特定資産
みずほ銀行　渋谷支店

    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 105,100,000

  (固定資産)

4,166,810同上

520,000

  仮払金

   流動資産合計

    27年度包括保険料
リオ五輪チケット代    

    

  立替金

24,166,645

15,132,334

  未収金

  貯蔵品 選手・役員用エンブレム他 同上

     資産合計

  

同上

公益目的事業に使用

      外苑前郵便局 運転資金として 2,049,514
  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 1,512,643

  郵便貯金 2,049,514

      みずほ渋谷体協 同上 529,524
      みずほ渋谷ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ 同上 77

1,909,486
      みずほ渋谷JOC 同上 8,978,365

4,338,904

      みずほ渋谷toto 同上 623
  みずほ渋谷 165,782,155

192,892,454

92,918,482

同上

2,922,600

4,100,000

1,829,408
6,117,095

同上

1,030,502

財産目録
平成28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
  

貸借対照表科目
  (流動資産)

現金 運転資金として
  
    

  

運転資金として

68,751,837

    

(一社)ジャパンエスアール

4,509,042

公益目的事業に使用

前払費用

普通預金

  みずほ渋谷ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成口 同上

同上

その他

同上

3,194,495同上

　三井住友青山 同上 13,754,763

  三菱UFJ信託渋谷 同上 394,805

みずほ銀行　渋谷支店 運用益を公益目的事業に使用

6,345,524

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

320,817,735

42,176,809



仮払金

411,428
試合経費等 公益目的事業に使用 133,320

19,398,583

リース債務 関西支部コピー機

422,475,334

   固定負債合計 4,475,800
     負債合計 65,286,483

  立替金 全国高校大会会議費他 公益目的事業に使用 3,782,897

   流動負債合計 60,810,683
  (固定負債)

      ゆうちょ銀行⑥ 同上 1,096,654

  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 4,060,285

      ゆうちょ銀行⑤ 同上 60,995

    その他 同上 200,000

      099店傷害見舞金 同上 168,986
      ゆうちょ銀行④ 同上 2,327,912

      099店賛助会員 同上 8,450

206,888保険料等

      099店一般口座 同上 2,771

  預り金

  退職給付引当金

  郵便貯金 3,665,768

    
試合交付金

公益目的事業に使用
23,983,378

  未払金 54,228,578
  (流動負債)

  電話加入権 関東事務所 事務所用電話 218,400
433,047

  什器備品 関東事務所 金庫 214,647

     資産合計 487,761,817
   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 36,437,081

      三井住友銀行天六支店⑥ 同上 38,141

  預金 普通預金 36,948,762

      三井住友銀行天六支店⑤ 同上 451,078

  未収金 会費等 公益目的事業及び法人会計に使用 2,768,720

   流動資産合計 487,328,770
公益目的事業に使用

      三井住友銀行天六支店① 運転資金として 22,462

  現金 運転資金として 621,003

定期預金 100,000,000
    
  

  
  みずほ銀行 公益目的事業に使用

  (流動資産)

　関西支部 （単位:円）
貸借対照表科目

100,000,000

同上

立替金 312,000諸経費 同上

場所・物量等 使用目的等 金        額

30,045,200

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 4,475,800

     正味財産

177,039
    

3,034,410
同上      三菱UFJ信託銀行

      みずほ銀行個人登録 同上

245,785,265
      みずほ銀行個人会費口 同上

15,670,259

同上      みずほ銀行普及育成事業口

1,192,593
  預金 普通預金

4,795,962

      みずほ銀行 運転資金として

  (流動資産)

113,562,673

  現金 運転資金として

財産目録

　関東支部 （単位:円）

チケット割り戻し金

382,848,569

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

  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 33,652,102
  前払費用 544,748

79,229,280
  (固定資産)

  什器備品 花園ラグビー場 製氷機 279,404

新興ビルサービス(株) 4月分事務所賃料

   流動資産合計

  リース資産 関西事務所 コピー機 1,755,180

    その他固定資産

  (流動負債)

  敷金 新興ビルサービス(株) 事務所敷金 1,962,900

   固定資産合計 3,997,484
     資産合計 83,226,764

  未払金 試合経費等 公益目的事業に使用 16,174,324
    未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等 839,155
  預り金 職員に対するもの等 社会保険料等 635,212

  リース債務 関西支部コピー機 公益事業に使用 582,892

公益事業に使用 1,227,803

  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 1,167,000

   流動負債合計

   固定負債合計 4,184,233

  (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 2,956,430

     負債合計 23,582,816
     正味財産 59,643,948

  商品 ネクタイ 公益目的事業に使用 14,000

未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等 2,344,781
職員に対するもの 源泉所得税等



公式記録集 920,300

      福岡貯金事務センター 運転資金として 2,275,394

（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 259,263

　九州支部

  西日本ｼﾃｨ天神 運転資金として 1,855,774

  (流動資産)
  現金

  福岡大手門郵便局 運転資金として 5,909,182

  預金 普通預金 1,855,774
    

クラブ委員会経費等 同上 152,594

  郵便貯金 8,184,576
    

  立替金 家賃負担金等 公益目的事業に使用 156,475
  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 486,837

   流動資産合計 10,638,682
  (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 2,047,137

    その他固定資産
  

  未払金 総会経費等 公益目的事業に使用 50,301

  敷金 (有)大禅 事務所敷金 1,402,200

     資産合計 12,685,819
  (流動負債)

    未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等 725,385
  前受金 28年賛助会 公益目的事業及び法人会計に使用 630,000

  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 465,123
   流動負債合計 2,791,109

退職給付引当金

     負債合計 3,188,989
     正味財産 9,496,830

  (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 397,880
   固定負債合計 397,880
  

  仮払金 大会経費 同上 30,000


