
収益事業売上債権に対する引当

財産目録
令和 2年 3月31日現在

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

                                          預金 当座預金 運転資金として 3,011,314
                                              三井住友銀行新宿支店 3,011,314

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 8,926,386

                                              みずほ銀行新宿南口支店一般口 120,616,549

  
                                          普通預金 運転資金として 399,096,676

                                              三井住友銀行西野田支店関西一般口

                                              みずほ銀行新宿南口支店フォーラム口 10,443,360
                                              みずほ銀行新宿南口支店職団戦口 6,860,113

                                              みずほ銀行新宿南口支店免状部口 584,936
                                              みずほ銀行新宿南口支店ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの会口 1,392,881

                                              三井住友銀行西野田支店関西棋士会口 448,560
                                              りそな銀行福島支店 41,490

17,137,247
                                              みすほ銀行新宿南口支店寄付金口 2,164,056

                                              三菱ＵＦＪ銀行新宿通支店ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 666,305
                                              三菱ＵＦＪ銀行新宿通支店出版部口 799,844
                                              みずほ銀行新宿南口支店出版部口 19,222,727
                                              みずほ銀行新宿南口支店東京棋士会口 1,487,279

143,434                                            

                                              文化産業信用組合本店出版部口 511,822
                                              三菱ＵＦＪ銀行新宿通支店決済預金 2,378,407

  みずほ銀行新宿南口支店女流棋士口

                                              第一信用勧業信用組合千駄ヶ谷支店決済 20,193,637
                                              第一信用勧業信用組合千駄ヶ谷支店出版 85,345

                                              みずほ銀行新宿南口支店新宿将棋ｾﾝﾀｰ口 465,499
                                              八十二銀行青山支店 803,188

                                              みずほ銀行新宿南口支店販売部口 54,896,287
                                              三井住友銀行西野田支店会館部口 4,852,846

                                              第一勧業信用組合千駄ヶ谷支店決済預金 88,363,780
                                              第一勧業信用組合千駄ヶ谷支店販売部口 75,071

                                              三井住友銀行西野田支店販売部口 3,174,637

                                              関西本部 7,368,065

                                              三井住友銀行新宿支店寄付金口 41,287,376
  

1,764,756

                                              関西普及部 5,420,952

                                          郵便振替 運転資金として 41,392,991
                                              東京本部・研修会 1,515,639

                                          定期預金 運転資金として 8,630,743

                                              免状部 2,363,503
                                              駒桜 2,007,662
                                              販売部・東京 3,094,463
                                              販売部・大阪
                                              東京本部・支部・道場他 17,542,013
                                              寄付金口 315,938

                                              第一勧業信用組合千駄ヶ谷支店販売部口 収益事業口座 470,743
                                              三井住友銀行西野田支店会館部口 公益事業口座 8,160,000

  

                                          棚卸資産 収益事業販売商品 販売･出版事業に係る販売商品 45,818,510

                                          売掛金 収益事業売掛金 販売･出版事業に係る売掛金 3,207,028
                                          未収金 新聞社等に対する未収額 棋戦契約金等未収入額 195,767,781

                                          短期貸付金 棋士・職員貸付金 3,329,957

                                          貯蔵品 切手、収入印紙、金券類 245,499
                                          立替金 名人戦実行委員会交通費等 21,519

                                          前払費用 47,624,670
                                          仮払金

前払対局料他
公益事業分 305,342新宿現金小口他
公益事業分

                                          貸倒引当金 収益事業分 -111,000
   流動資産合計 757,267,416



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

宅地  395.27㎡

電話(3408)6161 他架設費用

業務用PC他

車両リサイクル預託金

文化産業信組出資金

公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業に供している

100周年事業に係る支出に備えるため積み立てている

  (固定資産)
    基本財産

    特定資産
                                          役員退職金引当資産 役員の退職金の資金として積み立てている 8,477,833

                                          土地 182,773,000
                                              土地(指定) 182,773,000

公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業の施設に使用している

(本部将棋会館敷地) 27,664,000
渋谷区千駄ヶ谷２－３９－９
宅地  809.58㎡

(関西将棋会館敷地)
公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業の施設に使用している

155,109,000
大阪市福島区福島６－３－１４

                                          100周年事業特定資産 7,000,206

                                              三井住友銀行新宿支店 8,477,833
  普通役員退職引当口

                                              退職給付引当資産(一般) 105,000,000
                                          退職給付引当資産 従業員の退職金の資金として積み立てている 105,000,000

                                          会館維持引当特定資産 892,705,831

  支店会館維持資産 定期
                                              三井住友銀行新宿 258,438,900

                                              三井住友銀行新宿 493,566,062
  支店会館維持資産 普通

東京、関西将棋会館の建替、維持修繕のために積み立てている

                                              三井住友銀行新宿 40,700,869
  支店会館維持資産 決済

                                              大和証券本店会館 100,000,000
  維持資産有価証券

                                              みずほ銀行新宿南口支店 20,944,747
                                          大山賞基金引当特定資産 20,944,747

                                          会館修繕関連引当資産 東京、関西将棋会館の修繕の為に積み立てている 2,663,038
  大山賞資産 普通

大山賞基金として大山賞事業のために使用
する資産である。

                                          什器備品 対局用駒一式 公益目的保有財産 478,548
                                          功労金引当金特定資産 58,240,355

                                          対局料準備金引当口 対局準備のための資金として積み立てている 1,002,036

                                              普通預金みずほ 53,240,355
  功労金引当特定資産

功労金支払の資金として積み立てている

                                              三井住友銀行新宿 1,002,036

                                              囲碁チャンネル株 5,000,000
  式功労金資産

  支店普通対局料準備引当口
                                          会館建設特定資産 19,282
                                              三井住友銀行会館 19,282

  建設特定資産

                                          建物付属設備 東京、関西将棋会館附属設備一式 66,120,942

                                          構築物 2

    その他固定資産
                                          建物 本部将棋会館、関西将棋会館等 350,868,082公益目的保有財産であり、公益事業、収益

事業に供している
公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業に供している
公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業に供している

                                          車両運搬具 3台 1,540,330

                                          什器備品 テレビ、ショーケース、将棋盤、駒他 9,736,468

                                          一括償却資産 業務用PC他 7,424,010

公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業に供している
公益目的保有財産であり、公益事業、収益
事業に供している

                                          ソフトウェア ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｲﾄ用棋譜閲覧ｼｽﾃﾑ他 8,998,046
                                          リ－ス資産 5,042,300

                                          電話加入権 1,840,519
公益事業の用に供している

                                          保証金 新宿将棋センター敷金、北海道道場敷金、 10,777,960

                                          投資有価証券 第一勧業信組出資金 60,000

   固定資産合計 1,741,713,535
     資産合計 2,498,980,951

                                          未払金 棋士向け等未払金 参稼報奨金他未払金 278,343,799

  (流動負債)
                                          買掛金 収益事業販売部買掛金 販売用仕入代金 792,056

                                          前受金 支部会員他 賛助会費前受金、普及事業等前受金 98,944,154
                                          預り金 ﾚｽﾄﾗﾝ11他、奨励会員　他 関西貸室預かり保証金　他 6,240,000
                                          仮受金 従業員 住民税預り金他 3,393,656

                                          未払消費税等 渋谷税務署 4,341,400
   流動負債合計 419,524,065

                                          賞与引当金 役員、従業員 21,726,000
                                          未払法人税等 渋谷税務署 5,743,000

  (固定負債)
                                          退職給付引当金 80,553,001
                                          役員退職慰労引当金 6,563,000

     正味財産 1,824,208,865

   固定負債合計 255,248,021
     負債合計 674,772,086

                                          功労金引当金 162,657,500
                                          リ－ス負債 5,474,520


