
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金 額

（流動資産）

現金預金 現金手許有高 運転資金として 149,868

銀行預金 　〃 70,237,358

振替貯金 　〃 6,514,106

＜現金・預金計＞ 76,901,332

未 収 金 47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する未収分 719,330

（競技規則等書籍・審判携帯品）

47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する未収分 20,000

（準指導員登録料等）

47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する未収分 147,600

（審判員資格受験料等）

47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する未収分 4,011,500

（審判員資格登録料・更新料等）

47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する未収分 11,480

（見舞金会費）

47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する未収分 121,822

（助成金返還分）

取引業者 公益目的事業に関する未収分 62,018

（審判制服インセンティブ）

助成団体 公益目的事業に関する未収分 6,687,000

(普及事業助成金）

＜未収金計＞ 11,780,750

立替金 47都道府県加盟団体 書籍発送に伴う送料 27,560

＜立替金計＞ 27,560

前払金 森ビル㈱ 事務局賃借料等 2,508,000

取引業者 公益目的事業に係る前払分 221,000

（次年度審判員等保険料）

特許庁 公益目的事業に係る前払分 52,800

（次年度商標登録更新料）

＜前払金計＞ 2,781,800

仮払金 関係団体負担分経費 国際電話料等 230,662

＜仮払金計＞ 230,662

前渡金

47都道府県加盟団体 公益目的事業に関する前渡金 4,985,000

（見舞金前渡金）

＜前渡金計＞ 4,985,000

棚卸資産 競技規則等書籍 公益目的事業に関する在庫分 6,514,395

指導者教本 　〃 0

審判員テキスト 　〃 406,236

審判員携帯品（手帳 他） 　〃 675,205

＜棚卸資産計＞ 7,595,836

流動資産合計 104,302,940
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金 額

（固定資産）
基本財産 投資有価証券 共用財産であり、運用益を 101,756,200

公益目的事業及び管理業務
の財源に充当
うち公益目的保有財産 50% (50,878,100)
うち管理業務保有財産 50% (50,878,100)

定 期 預 金 定期預金 同上 168,000
うち公益目的保有財産 50% (84,000)
うち管理業務保有財産 50% (84,000)

＜基本財産計＞ 101,924,200
特定資産 ゲートボール振興基金

投資有価証券 公益目的保有財産であり、 202,703,500
定期預金 公益目的事業及び管理業務 600,305,000
定期預金 の財源に充当 100,315,400

事業準備引当資産（一般）

定期預金 　〃 155,000,000

事業準備引当資産（指定）

普通預金 　〃 21,080,368

退職給付引当資産

定期預金 役職員退職給付財産であり、 22,653,060
運用益を公益目的事業の
財源に充当

カードプリンター 公益目的事業に供する財産 1

ＰＣ用ソフトウェア 等 　〃 2

＜特定資産計＞ 1,102,057,331
その他固定資産

有形固定資産 ＰＣ等デジタル機器 公益目的事業に供する財産 3
（ＰＣ・カメラ・テレビ）

建物附属設備（電機、電源、電話） 共用財産 13,355
うち公益目的保有財産 94% (12,554)
うち管理業務保有財産 06% (801)

その他 共用財産 126,181
（応接セット） うち公益目的保有財産 94% (118,610)

うち管理業務保有財産 06% (7,571)

無形固定資産 森ビル㈱ （共用財産） 3,575,520
（虎ノ門35森ビル7階） うち公益目的保有財産 94% (3,360,989)

うち管理業務保有財産 06% (214,531)

ＰＣ用ソフトウェア （共用財産） 4,660,293
うち公益目的保有財産 94% (4,380,675)
うち管理業務保有財産 06% (279,618)

＜その他固定資産計＞ 8,375,352

固定資産合計 1,212,356,883

資産合計 1,316,659,823

特定ソフトウェア

器 具 備 品

敷 金

ソフトウェア

貸借対照表科目
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金 額

（流動負債） 未払金

取引業者 公益目的事業に係わる未払分 6,910,470

取引業者 　〃　　　　　（助成事業） 29,273,352

加盟団体 公益目的事業に係わる未払分 0

芝税務署 未払消費税 2,270,800

その他 公益目的事業に係わる未払分 0

＜未払金計＞ 38,454,622

預り金

芝税務署 源泉徴収税預り分 180,283

地方自治体 役職員住民税預り分 400,600

日本年金機構　他 社会保険料等預り分 633,129

＜預り金計＞ 1,214,012

前受金

大会参加料　3件 公益目的事業及び管理業務 900,000

賛助会費 　　10件 に使用する次年度の会費 556,360

見舞金会費　　3件 1,200,000

用具認定料等　9件 公益目的事業に使用する 0

次年度用具認定料

＜前受金計＞ 2,656,360

仮受金

加盟団体 219,704

＜仮受金計＞ 219,704

賞与引当金

役職員分 公益目的事業及び管理業務 8,500,000

に従事する賞与引当金

＜賞与引当金計＞ 8,500,000

流動負債合計 51,044,698

（固定負債）

役職員分 公益目的事業及び管理業務 22,653,060

に従事する退職給付金

固定負債合計 22,653,060

負債合計 73,697,758

正味財産 1,242,962,065

貸借対照表科目
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