
（公財）日本ラグビーフットボール協会

東京セブンズ大会協賛金
チケット代金等
タグ選手権協賛金

(有)外苑鈴木ビル 4月分事務所賃料 358,020
伊藤忠商事（株） 4月分事務所賃料 320,760
会議室使用料等 2,541,036

全国高校選抜大会経費 3,940,000
26年度包括保険料 4,470,096
遠征費用他 4,801,261

秩父宮妃基金 運用益を公益目的事業に使用 10,373,578
三井住友銀行　青山支店 同上

タグ選手権業務委託費
その他試合・合宿経費等

26年度Ａ５Ｎ旅費・滞在費補助
全国高校選抜大会協賛金

公益目的事業に使用

同上

本部代表事業部事務所敷金
伊藤忠商事(株)
港区北青山2-5-1

  (流動資産)
  

86,392,500
94,057,104
28,350,000

公益目的事業に使用
同上
同上

公益目的事業に使用

財産目録
平成26年 3月31日現在

　本部 （単位:円）

  前払費用

貸借対照表科目

3,219,816

2,381,392
同上

15,592,749

同上

場所・物量等 使用目的等 金        額

鈴木直也　港区北青山2-7-22 本部代表事業部事務所敷金

2,613,600

663,000

運転資金として 4,719,264

助成金等 同上 23,090,806

  預金 普通預金 233,825,533
現金

      みずほ渋谷 運転資金として 220,931,346
      みずほ渋谷toto 同上 78,448
      みずほ渋谷ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成口 同上 529,221
      みずほ渋谷JOC 同上 5,842,623
      みずほ渋谷体協 同上 4,048,042
      みずほ渋谷ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ 同上 13,431
      三井住友ﾒﾝﾊﾞｰ 同上 2,382,422
  郵便貯金 7,717,294
      外苑前郵便局 運転資金として 7,717,294

同上

同上 3,976,050
同上 1,050,000

  商品 機関誌、指導書、ネクタイ 公益目的事業に使用 3,711,590
  貯蔵品 選手・役員用エンブレム他 同上 1,753,696
  立替金 ＩＲＢ立替他 同上 2,558,924

19,433,400

305,761,209

    

公益目的事業及び法人会計に使用 130,194,315

  未収金

    ＩＲＢ補助金 同上 19,722,375
その他 54,148,424同上

  仮払金

   流動資産合計

    労働保険料

578,860,075
  (固定資産)
    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 106,468,000
    特定資産

  第13回兵庫県公募公債他 運用益を公益目的事業に使用 237,771,200

  物故役員基金 4,883,896
  退職給与引当預金 同上 33,814,337

    みずほ銀行　渋谷支店
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

26,006,337

    三井住友銀行　青山支店 同上 7,808,000
  特定目的引当資産 239,425,433

    みずほ銀行　渋谷支店 175,768
    三井住友銀行　青山支店

同上
1,439,051

    三菱ＵＦＪ信託　渋谷支店 同上 39,414
    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 4,294,515
  構築物 舗装工事 練習グランド施設舗装 1,190,322
  車両運搬具 荷物運搬用車両 合宿等使用荷物運搬車 1,189,925
  什器備品 測定器等 データ収集用測定器等 3,615,731
  電話加入権 本部事務所 本部事務所用電話 647,917
  敷金 3,276,600

     資産合計 990,204,459
   固定資産合計
  ソフトウェア 試合分析用ソフト 試合分析用ソフト 2,164,130

411,344,384

  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 469,743
  (流動負債)

  未払金 368,910,873
    東京セブンズ2014試合経費 公益目的事業に使用 168,603,134
    トップリーグ開催業務委託料 同上 17,292,810
    ジャージ代 同上 13,526,310
    合宿・遠征諸経費 同上 19,860,904

  未払費用 職員に対するもの ３月締め給与等 6,106,471
  前受金 12,521,700
    26年度ＩＲＢ補助金 公益目的事業に使用 7,495,650

  預り金 職員に対するもの等 源泉所得税等 4,098,551
  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 11,609,895
  未払消費税等 6,474,400
   流動負債合計 410,191,633

  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 33,813,043

     負債合計 444,004,676
     正味財産 546,199,783

同上

みずほ銀行　渋谷支店

   固定負債合計 33,813,043

  (固定負債)



仮払金 保険料等 354,886

411,428
試合経費等 公益目的事業に使用 147,755

同上

公益目的事業に使用

     負債合計 22,903,097
     正味財産 19,309,062

  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 3,073,197
   固定負債合計 5,998,497

  (固定負債)
  リース負債 関西支部コピー機 公益事業に使用 2,925,300

  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 1,506,000
   流動負債合計 16,904,600

  前受金 賛助会費 公益目的事業及び法人会計に使用 30,000
  預り金 職員に対するもの等 源泉所得税等 1,610,123

  未払金 試合経費等 公益目的事業に使用 13,139,996
    未払費用 職員に対するもの ３月締め給与等 618,481

   固定資産合計 5,331,730
     資産合計 42,212,159
  (流動負債)

  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

  リース資産 関西事務所 コピー機 2,925,300

    その他固定資産
  什器備品 花園ラグビー場 製氷機 443,530

新興ビルサービス(株) 4月分事務所賃料

   流動資産合計 36,880,429
  (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 11,562,095
  前払費用 559,183

財産目録

　関東支部 （単位:円）

チケット割り戻し金 27,859,600

　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 458,550
  預金 普通預金 220,992,291
      みずほ銀行 運転資金として 127,838,769
      みずほ銀行個人会費口 同上 79,350,615

同上      みずほ銀行普及育成事業口 4,330,511

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

同上      三菱UFJ信託銀行 4,798,853

  

  (流動資産)

      みずほ銀行個人登録 同上 4,673,543
定期預金 100,000,000

      みずほ銀行 公益目的事業に使用 100,000,000

  現金 運転資金として 19,350

  立替金 広告・売店料等 同上 566,300

  預金 普通預金 14,828,549
      三井住友銀行天六支店① 運転資金として 1,225,624
      三井住友銀行天六支店④ 同上 8,157,339

  未収金 会費等 公益目的事業及び法人会計に使用 3,157,330

      三井住友銀行天六支店⑤ 同上 5,282,505

  前払費用 遠征・試合経費等 公益目的事業に使用 251,504

      三井住友銀行天六支店⑥ 同上 163,081

   流動資産合計 325,780,861
  (固定資産)
    その他固定資産
  什器備品 関東事務所 金庫 242,493

     資産合計 326,241,754
   固定資産合計
  電話加入権 関東事務所 事務所用電話 218,400

460,893

  未払金 55,687,811
  (流動負債) 公益目的事業に使用

  郵便貯金 7,236,458

    試合交付金 公益目的事業に使用 22,162,166

      099店一般口座 同上 1,299

  預り金 職員に対するもの等 源泉所得税等 423,500

      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 2,029,612

      099店傷害見舞金 同上 169,500
      ゆうちょ銀行④ 同上 3,635,189
      ゆうちょ銀行⑤ 同上 46,215

    レフリー交通費他 同上 5,666,045

      ゆうちょ銀行⑥ 同上 3,375,805

  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 4,387,664

  立替金 全国高校大会会議費他 公益目的事業に使用 2,674,794

   流動負債合計 62,528,587
  (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 3,418,100
   固定負債合計 3,418,100
     負債合計 65,946,687
     正味財産 260,295,067



   固定負債合計 133,000
     負債合計 2,001,088

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 133,000

     正味財産 6,591,158

  (固定負債)
  退職給付引当金

  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 389,146
   流動負債合計 1,868,088

    未払費用 職員に対するもの ３月締め給与等 605,040
  前受金 26年度賛助会 公益目的事業及び法人会計に使用 750,000

     資産合計 8,592,246
  (流動負債)
  未払金 ジャージ代等 公益目的事業に使用 123,902

  敷金
(有)大禅
福岡市中央区舞鶴3-7-13

事務所敷金 1,402,200

   固定資産合計 2,046,943

    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

    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 486,643

   流動資産合計 6,545,303
  (固定資産)

  立替金 家賃負担金 公益目的事業に使用 50,000
  未収金 ボール代等 同上 734,564

  郵便貯金 761,168
      福岡大手門郵便局 運転資金として 761,168

  預金 普通預金 4,880,920
      西日本ｼﾃｨ天神 運転資金として 4,880,920

  (流動資産)
  現金 運転資金として 118,651

　九州支部 （単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額


