
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

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

その他

1,164,401

ジャージ代
業務委託費等

出向費 公益目的事業及び法人会計に使用 11,222,077

54,210,250World Rugby 宿泊代他 同上

67,537,823
25,431,859

43,206,695

職員・業務委託者に対するもの
その他

源泉所得税等
公益目的事業に使用

3,846,204

大会協賛金等

3,867,750

400,702

3,258,420

(株)加金興業　プレハブ賃借料

その他平成29年度経費

公益目的事業に使用

同上

     正味財産 552,138,445

   固定負債合計 44,924,775
     負債合計 557,330,681

  (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 44,924,775

  未払消費税等 66,312,500
   流動負債合計 512,405,906

  預り金 5,010,605

  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 15,628,976

    (株)電通　放送権料 公益目的事業に使用 112,837,500

その他 同上 1,461,985

10,291,378
  前受金 168,509,735

    公益目的事業に使用

同上
  未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等

    公益目的事業に使用
    公益目的事業及び法人会計に使用

  未払金 246,652,712

  ソフトウェア 試合分析用ソフト 試合分析用ソフト 266,612
   固定資産合計 176,897,703

  電話加入権 本部事務所 本部事務所用電話 647,917
  敷金 (株)豊栄エンタープライズ 本部代表事業部事務所敷金 1,205,530

  車両運搬具 荷物運搬用車両 合宿等使用荷物運搬車 3,886,351
  什器備品 測定器等 データ収集用測定器等 5,161,778

  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等 1,722,212
  構築物 舗装工事 練習グランド施設舗装 267,067

特定目的引当資産 みずほ銀行　渋谷支店 運用益を公益目的事業に使用 175,837
    その他固定資産

    特定資産

  退職給付引当預金 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

44,924,775

    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 103,380,000

   流動資産合計 932,571,423
  (固定資産)

公益目的事業に使用 8,773,455

99,254,258

同上 5,250,000
同上 4,033,333

     資産合計 1,109,469,126
  (流動負債)

  前払費用 7,526,872

  仮払金 18,056,788

公益目的事業に使用 81,881,305

    同上 62,715,657

助成金等
World Rugby 同上 31,681,459

その他 同上 522,493
  未収金 176,278,421

  立替金 27,699,692
(社)ジャパンエスアール 同上 27,177,199

  貯蔵品 選手・役員用エンブレム他 同上 893,662

      外苑前郵便局 運転資金として 12,909,638
  商品 機関誌、指導書、ネクタイ 公益目的事業に使用 4,324,727

  三菱UFJ信託渋谷 同上 472,436
  郵便貯金 12,909,638

    　三井住友青山ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ 同上 4,377,067
  楽天第二営業 同上 29,114

      みずほ渋谷ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ 同上 4,629,439
　三井住友青山 同上 30,195,866

      みずほ渋谷JOC 同上 13,838,019
      みずほ渋谷体協 同上 3,636,883

      みずほ渋谷toto 同上 10,323
      みずほ渋谷ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成口 同上 1,909,082

  預金 普通預金 679,730,109
      みずほ渋谷 運転資金として 620,631,880

  (流動資産)
  現金 運転資金として 5,151,514

財産目録
平成29年 3月31日現在

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

みずほ銀行　渋谷支店
  物故役員基金 みずほ銀行　渋谷支店 4,884,819

同上
(株)豊栄エンタープライズ
事務所賃借料

    平成29年度包括保険料
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運転資金として

仮払金

411,428
試合経費等 公益目的事業に使用 128,001

293,264
141,423

大会参加費等
職員に対するもの

公益目的事業に使用
源泉所得税等

2,718,769
公益目的事業に使用
同上

全国高校大会経費
社会人委員会経費等

運転資金として 2,085,535

財産目録

　関東支部 （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 270,328,445

  (流動資産)
  現金

同上 3,030,872

  預金 普通預金 443,063,172
      みずほ銀行

同上 30,664,615

      みずほ銀行個人会費口 同上 134,245,588
      みずほ銀行普及育成事業口

公益目的事業に使用

100,000,000

      三菱UFJ信託銀行 同上 4,793,652
      みずほ銀行個人登録
  定期預金 100,000,000
      みずほ銀行
  立替金 諸経費 公益目的事業に使用 16,000

  未収金 試合交付金戻り他 公益目的事業に使用 1,618,837
保険料 公益目的事業に使用 68,124

   流動資産合計 553,064,391
  (固定資産)
    その他固定資産
  什器備品 関東事務所 金庫 200,724
  電話加入権 関東事務所 事務所用電話 218,400
   固定資産合計 419,124
     資産合計 553,483,515
  (流動負債)
  未払金 53,259,440
    チケット割り戻し金 公益目的事業に使用 29,463,800

試合交付金 同上 23,292,880
同上 502,760

    未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等 2,383,620

  預り金 職員に対するもの 源泉所得税等 161,730
  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 3,451,104
   流動負債合計 59,305,894
  (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 353,587
   固定負債合計 353,587
     負債合計 59,659,481
     正味財産 493,824,034

　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

  (流動資産)
  現金 運転資金として 933,601
  預金 普通預金 38,012,153
      三井住友銀行天六支店① 運転資金として 0
      三井住友銀行天六支店④ 同上 36,320,532
      三井住友銀行天六支店⑤ 同上 1,422,297
      三井住友銀行天六支店⑥ 同上 269,324
  郵便貯金 8,492,506
      099店一般口座 同上 1,743
      099店賛助会員 同上 8,450
      099店傷害見舞金 同上 168,986
      ゆうちょ銀行④ 同上 7,566,825
      ゆうちょ銀行⑤ 同上 0
      ゆうちょ銀行⑥ 同上 746,502
  立替金 8,471,691

5,752,922

  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 33,689,312
  前払費用 539,429

新開興産(株)　事務所賃料 公益目的事業及び法人会計に使用

   流動資産合計 90,138,692
  (固定資産)
    その他固定資産
  什器備品 花園ラグビー場 製氷機 197,341
  敷金 新開興産(株) 事務所敷金 1,962,900
  リース資産 関西事務所 コピー機 1,170,120
   固定資産合計 3,330,361
     資産合計 93,469,053
  (流動負債)
  未払金 試合経費等 公益目的事業に使用 23,642,656
    未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等 864,488
  預り金 434,687

  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 1,223,000
  リース債務 関西支部コピー機 公益目的事業に使用 603,341
   流動負債合計 26,768,172
  (固定負債)
  リース債務 関西支部コピー機 公益目的事業に使用 624,462
  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 3,778,142
   固定負債合計 4,402,604
     負債合計 31,170,776
     正味財産 62,298,277

関東代表遠征費用
同上

6,212,723
5,000,000
1,212,723

  前払費用
  

    前受金 大会協賛金 公益目的事業に使用 50,000

グラウンド利用料他  

    その他
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金        額

  現金 運転資金として 158,251

　九州支部 （単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

      西日本ｼﾃｨ天神 運転資金として 3,227,681

  (流動資産)

      福岡大手門郵便局 運転資金として 4,021,889

  預金 普通預金 3,227,681

  立替金 家賃負担金等 公益目的事業に使用 341,600

  郵便貯金 5,211,449

  未収金 クラブ委員会経費等 同上 115,200

      福岡貯金事務センター 運転資金として 1,189,560

   流動資産合計 9,054,181
  (固定資産)
    特定資産
  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 486,941
    その他固定資産
  電話加入権 九州事務所 事務所用電話 158,100
  敷金 (有)大禅 事務所敷金 1,402,200
   固定資産合計 2,047,241
     資産合計 11,101,422
  (流動負債)

講習会経費等 公益目的事業に使用 387,301
    未払費用 職員に対するもの 3月締め給与等 749,702

2,161,260

  前受金 29年度賛助会費等 公益目的事業及び法人会計に使用 540,000

職員に対する退職金の支払に備えたもの 521,850

  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 484,257
   流動負債合計

521,850
     負債合計 2,683,110

  (固定負債)
  
   固定負債合計

退職給付引当金 職員に対するもの

  未払金

     正味財産 8,418,312
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