
財　産　目　録
平成20年 3月31日現在

（単位：円）
科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産

現金預金
現金 現金手許有高 478,933
当座預金 みずほ銀行　渋谷支店（口座ＮＯ．５３３７） 173,883,055
普通預金

みずほ銀行　渋谷支店 JOC補助金対象口座 641,966
みずほ銀行　渋谷支店 ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成金対象口座(国内合宿・ﾁｰﾑ派遣) 2,914,053
みずほ銀行　渋谷支店 ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成金対象口座(重点競技強化) 9,996,592
みずほ銀行　渋谷支店 ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ助成金対象口座(toto) 2,458,637
みずほ銀行　渋谷支店 235,265

190,608,501
有価証券

日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ證券　渋谷支店 第45回  日産自動車㈱無担保社債 20,000,000
野村證券　池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾌﾟﾗｻﾞ支店 第33回　 利付国債（5年） 19,993,010
野村證券　池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾌﾟﾗｻﾞ支店 東京都公募公債　第629回 27,982,640

67,975,650
未収入金
　　補助金収入
　　　(財)日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会 19年度選手強化委託事業委託金 6,737,294
　　　(独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 19年度ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ助成金（発掘及び育成強化） 550,000
　　　(独)日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ 19年度ｽﾎﾟｰﾂ医・科学研究事業（JISS委託研究） 811,307
　　　文部科学省 日中ｽﾎﾟｰﾂ交流委託金 2,313,680
　　特別会費・検定料

　　　　　  　 ㈲ｺｸﾀｸ卓球商会 19年度特別会費・検定料 338,000
　　　　　  　 ㈲ﾌﾟﾗｳﾄﾞ 19年度特別会費・検定料 449,000
　　　　　　　 ㈱ﾕﾆﾊﾞｰ 19年度特別会費・検定料 357,500
　　　　　　 　㈱ﾔｻｶ 19年度特別会費 1,518,000
　　　　　   　㈱ｼﾞｭｳｲｯｸ 2・3月分用具検定料 25,200
　　　　　  　 日本卓球㈱ 2・3月分用具検定料 45,150
　　　　　  　 ㈱ﾀﾞｰｶｰ 2月分用具検定料 3,150
　　　　　  　 ㈱ﾀﾏｽ 3月分用具検定料 53,550
　　　　　  　 ㈱ﾔｻｶ 3月分用具検定料 3,150
　　　　　  　 ﾔﾏﾄ卓球㈱ 3月分用具検定料 15,750
　　　　　   　㈲ﾌﾞﾘｭｯｹ 3月分用具検定料 3,150
　　　　　   　㈲ﾌﾟﾗｳﾄﾞ 3月分用具検定料 3,150
　　　　　  　 ﾃﾞｼﾞｯｸｽｱﾝﾄﾞﾘﾝｸ㈱ 3月分用具検定料 28,350
　　　　　　その他

　　　(財)日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｯﾌﾟ12・大会協賛金（日清ｵｲﾘｵ） 2,362,500
　　　(財)日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会 ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・大会協賛金 11,812,500

　　　　　  　 ｼﾁｽﾞﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・大会協賛金 3,150,000
　　　　　  　 ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ㈱ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・大会協賛金 2,000,000
　　　　　  　 ﾃﾚﾋﾞ東京㈱ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・ﾃﾚﾋﾞ放映料 105,000

　　　(財)日本体育協会 18年度公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者登録料・事業交付金 3,321,000
　　　　　  　 ﾔﾏﾄ卓球㈱ JTTAﾜｯﾍﾟﾝ 137,550
　　　　　   　㈱ﾔｻｶ JTTAﾜｯﾍﾟﾝ 84,000
　　　　　  　 ﾐｽﾞﾉ㈱ JTTAﾜｯﾍﾟﾝ 201,915
　　　　　　　 ﾖｰﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ JTTAﾜｯﾍﾟﾝ 3,570
　　　　　  　 日本卓球㈱ 検定ﾌﾟﾚｰﾄ 10,000
　　　　　  　 京都府高体連 ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ・審判法 7,200
　　　　　  　 ﾃﾞｼﾞｯｸｽｱﾝﾄﾞﾘﾝｸ㈱ 公認用具指定業者申請料 50,000
　　　 　　　　㈱卓球ﾌｧﾝnet 11-3月分携帯ｻｲﾄ情報料配分 906,523
　　　　　   　ﾐｽﾞﾉ㈱ JTTAﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ 265,787
　　　　　 　　世界選手権広州大会実行委員会 世界選手権広州大会・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰ戻り 73,730
　　　　　　 　札幌卓球連盟 ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・賞金戻り 39,376
　　　　　　　 ﾀｲｺｳﾊｳｽ㈱ ｶﾀｰﾙｵｰﾌﾟﾝ大会・宿泊代 122,023
　　　　　　　 ﾄﾞｲﾂ卓球協会 NTC合同合宿費 651,840
　　　　　　　 ｸﾛｱﾁｱ卓球協会 NTC合同合宿費 35,350
　　　　　　 　石田卓球ｸﾗﾌﾞ ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ合宿・宿泊食事代 38,000
　　　　　　 　日通商事㈱ ﾊﾟｿｺﾝ・ﾘｰｽ料返金 47,916
　　 　　　　　三井住友ｶｰﾄﾞ㈱ 19年度ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ手数料 60,180
 38,741,341

前払費用
　(財)日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｽﾀｯﾌ用ｳｨｰｸﾘｰﾏﾝｼｮﾝ宿泊料 607,147

　　　　　　松本徽章工業㈱ 20年度JTTA監督証 945,000
　　　　　　河合弘之 20年度顧問弁護士料 475,000
　　　　　　ｼﾁｽﾞﾝ時計㈱ 記念品用腕時計 420,000
　　　　　　ｱｼﾞｱ卓球連合（ATTU） 2008　ITTF・ATTU加盟費 22,206
　　　　　　国際卓球連盟（ITTF） 2008　IU受験料（29名） 80,025

2,549,378
仮払金

　　　　　  池田順子 19年度 ﾚﾃﾞｨｰｽ委員会経費 36,804
　　　　　  横田幸子 ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ（札幌）・賞金 81,788
　　　　　  田部　勝 3/28-30　ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ（札幌） 59,268
　　　　　  江尻雄一 3/17-24　女子NT合宿（NTC） 101,477
　　　　　  江尻雄一 3/24-4/13　男子NT合宿（NTC） 400,000
　　　　　  大仁田展子 IR講習会・参加費 106,050

785,387

貯蔵品 四号賞牌　32個 97,440
流動資産合計 300,757,697



２．固定資産
（１）基本財産

　　　　第237回 利付国債(１０年) 額面　8,800万円　　償還日 平成24年3月20日 88,000,000
　　　　第250回 利付国債(１０年) 額面　3,000万円　　償還日 平成25年6月20日 29,923,395
　　　　第251回 利付国債(１０年) 額面　  900万円　　償還日 平成25年6月20日 8,980,099
　　　　第251回 利付国債(１０年) 額面　1,500万円　　償還日 平成25年6月20日 14,999,889
　　　　第252回 利付国債(１０年) 額面　1,000万円　　償還日 平成25年6月20日 9,925,716
　　　　第259回 利付国債(１０年) 額面　2,000万円　　償還日 平成26年3月20日 19,921,707
　　　　ﾀｰｹﾞｯﾄ早期償還条項付為替連動債 額面　5,000万円　　償還日 平成49年7月6日 50,000,000
　　　　第496回 政府短期証券 額面　3,000万円　　償還日 平成20年4月28日 29,990,680
　　　　定期預金 みずほ銀行　　　　　満期日 平成20年4月25日 8,027,960
　　　　普通預金 みずほ銀行 230,554

260,000,000

（２）特定資産
　　　　退職給与引当預金 三菱UFJ信託銀行　本店　　 30,180,117
　　　　入賞者研修補助金積立預金 三井住友銀行　渋谷支店 21,700,000
　　　　'09世界選手権積立預金 みずほ銀行　渋谷支店 40,000,000

91,880,117

（３）その他固定資産
　　長期前払金

　　　　　　世界卓球横浜実行委員会 09世界選手権横浜大会準備活動費 10,000,000

固定資産合計 361,880,117
資産合計 662,637,814



Ⅱ負債の部
１．流動負債

未払金
　　(財)日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ委員会 NTC施設利用料・合宿宿泊食事代他 3,161,543
　　美津濃㈱ ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ・ｵﾌｨｼｬﾙｻﾌﾟﾗｲﾔｰ・ｵｰﾊﾞｰ分他 6,296,039
　　㈱ﾕｰﾚｯｸｽ ｶﾀｰﾙｵｰﾌﾟﾝ航空券代他 1,692,510
　　㈱ｹｯｽﾞ･ﾄﾚｰﾅｰ 男女NT合宿・出張治療費 85,275
　　宮崎義人他 世界選手権広州大会・入賞者研修補助金 4,800,000
　　前原正浩 世界選手権広州大会・国際通信費他 38,738
　　渡辺理貴 NTC備品・交通費・通信費他 161,826
　　水谷　隼 ｱｼﾞｱ大陸予選会・旅費 33,260
　　㈲ｵﾘｴﾝﾀﾙ工芸 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｯﾌﾟ12・ﾄﾛﾌｨｰ他 1,010,604
　　東京都卓球連盟 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄｯﾌﾟ12・会場広告料 84,000
　　日本卓球㈱ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・ﾌﾛｱﾏｯﾄﾛｺﾞｼｰﾄ製作費他 2,499,000
　　㈱ｾｲﾑﾄｩｰ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・LEDﾋﾞｼﾞｮﾝ使用費 2,625,000
　　㈲ﾎｸｼﾝ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・ｽﾎﾟﾝｻｰﾌｪﾝｽ台他 219,313
　　ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008実行委員会 ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰ追加分他 943,689
　　田村工芸㈱ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・ｽﾎﾟﾝｻｰﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ製作費 134,400
　　佐川急便㈱ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2008・物品返送費 28,140
　　尾崎織ﾏｰｸ㈱ JTTAﾜｯﾍﾟﾝ 420,000
　　ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 3月分ｺﾋﾟｰ機ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷﾞｬﾗﾝﾃｨｰ料 109,313
　　㈲拡大自在ｾﾝﾀｰ 新旧理事交歓会・横断幕 19,750
　　㈱ｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ 理事会・評議員会飲み物代他 22,674

　　　　寺田倉庫㈱ 3月分ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ保管料 16,758
　　　　㈱ｻﾝﾘﾂ 3月分倉庫保管料他 15,723
　　　　ﾔﾏﾄ運輸㈱ 3月分ﾒｰﾙ便送料 11,440
　　　　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ㈱ 3月分携帯電話料 49,815
　　　　au・KDDI㈱ 3月分携帯電話料 11,452
　　　　KDDI㈱ 3月分国際電話料 4,112
　　　　三井住友ｶｰﾄﾞ㈱ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用料他 55,420
　　　　(財)日本体育協会 公認工業会打ち合わせ会議室利用料 10,500
　　　　木村興治 専務理事活動費 41,652
　　　　日本学生卓球連盟 19年度加盟登録料還元金 36,000
　　　　高体連卓球専門部 19年度加盟登録料還元金 1,800
　　　　全国教職員卓球連盟 19年度加盟登録料還元金 1,574,800
　　　　東京都卓球連盟 下半期ADSL回線接続料 35,268
　　　　新潟県卓球連盟 下半期ADSL回線接続料 24,606
　　　　福井県卓球協会 下半期ADSL回線接続料 24,606
　　　　三重県卓球協会 下半期ADSL回線接続料 24,654
　　　　和歌山県卓球協会 下半期ADSL回線接続料 24,654
　　　　長崎県卓球連盟 下半期ADSL回線接続料 24,654
　　　　日本学生卓球連盟 下半期ADSL回線接続料 24,606
　　　　山口県卓球協会 下半期ADSL回線接続料 24,654
　　　　滋賀県卓球協会 加盟登録ﾃﾞｰﾀ入力手数料 44,895
　　　　木村典代 女子ﾎｰﾌﾟｽ・ｶﾌﾞ・指導者研修合宿指導書送付料 17,000
　　　　ﾊﾟｰｿﾝｽﾞ 競技者育成委員会・ﾋﾞﾃﾞｵ編集製作費 897,750
　　　　桃花園印刷所 19年度医科学委員会・報告書印刷 378,000
　　　　㈱ﾆｭｰﾌｫﾚｽﾀｰ 19年度医科学委員会・映像解析ｽﾎﾟｰﾂﾐﾗｰUSB 32,000
　　　　山根秀秋 19年度医科学委員会・ｽﾎﾟｰﾂｱﾝｹｰﾄﾃﾞｰﾀ分析費 21,000
　　　　山田耕司 19年度医科学委員会・映像解析ｽﾎﾟｰﾂﾐﾗｰ付属ｹｰﾌﾞﾙ 1,820
　　　　横田幸子 退職金 5,883,992

33,698,705

未払消費税 渋谷税務署　消費税 2,183,400

未払法人税等
　　　　　　渋谷税務署 法人税等 2,279,100

未払事業税 渋谷都税事務所　事業税 545,800

前受金
　　東京都卓球連盟ほか IU受験料（29名） 290,000
　　長野県卓球連盟 審判員更新料 88,000
　　茨城県卓球連盟 審判員更新料 66,000
　　兵庫県卓球協会 審判員更新料 289,000
　　和歌山県卓球協会 審判員更新料 29,000
　　北海道卓球連盟 審判員更新料 18,000
　　埼玉県卓球協会 審判員更新料 177,000
　　青森県卓球連盟 審判員更新料 64,000
　　広島県卓球協会 審判員更新料 112,000
　　奈良県卓球協会 審判員更新料 90,000
　　神奈川県卓球協会 審判員更新料 233,000
　　片寄慶子 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ北米予選会・IU負担金 100,000
　　中村裕子 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ北米予選会・IU負担金 100,000

1,656,000



仮受金
　　㈲ﾌﾞﾘｭｯｹ 検定料過入金 142,400
　　林　宏治ほか 19年度公認ｺｰﾁ講習会受講料（46名） 1,295,200
　　高知県卓球協会 誤入金 5,000

1,442,600

預り金
　　　　事務局員 健康保険料 3,075
　　　　事務局員 所得税 99,080
　　　　事務局員 地方税 302,000
　　　　宮崎義仁 監督報酬・源泉徴収 72,500
　　　　宮崎義仁他 入賞者研修補助金・源泉徴収 350,000
　　　　横田幸子 ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ賞金・源泉徴収 336,288
　　　　江尻雄一他 謝金所得税 243,760

1,406,703
流動負債合計

43,212,308
２．固定負債

退職給与引当金 事務局員 23,842,340
固定負債合計 23,842,340
負債合計 67,054,648

正味財産 595,583,166


