
財　産　目　録
（平成３０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

(流動資産)

現金 手元保管 運転資金として 167,421

預金 299,847,736

普通預金 運転資金として 299,847,736

　りそな銀行京都支店

未収金 438,817

流動資産未収利息 流動資産として保有する普通預金の未収利息 254

基本財産未収利息 基本財産として保有する定期預金の未収利息 393,772

助成事業拡充資金未収利息 180

周年事業実施資金未収利息 43,913
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前払金 47,234,803

公益目的事業に係る前払金 47,006,561

管理運営に係る前払金 228,242

　　流動資産合計 347,688,777

(固定資産)

 基本財産 定期預金 京都銀行本店 公益目的保有財産であり、運用益を公益 3,650,000,000
目的事業の財源として使用している。

投資有価証券 81,040,000,000

ローム株式会社　株式 株式の94%が公益目的保有財産であり、運用益を 76,177,600,000

公益目的事業の財源として使用している。

株式の6%が管理運営用財産であり、運用益を 4,862,400,000

管理運営の財源として使用している。

 特定資産 助成事業拡充 定期預金 助成事業拡充の資金であり、当該事業の財源 73,401,203

資金 　京都銀行本店 として使用している。

周年事業実施 定期預金 周年事業実施の資金であり、当該事業の財源 630,144,375

資金 　京都銀行本店 として使用している。

定期預金 743,000,000

　りそな銀行京都支店

定期預金 271,000,000

　りそな銀行京都支店

ローム クラシック サイエンス拡充資金と
して保有する定期預金の未収利息

小澤征爾音楽塾公演拡充資金として保有す
る定期預金の未収利息

小澤征爾音楽塾公演事業拡充の資金であ
り、当該事業の財源として使用している。

ローム ミュージック フェスティバル事業
拡充の資金であり、当該事業の財源として
使用している。

小澤征爾音楽塾
公演拡充資金

ローム ミュー
ジック フェス
ティバル拡充資
金

助成事業拡充資金として保有する定期預金
の未収利息

周年事業実施資金として保有する定期預金
の未収利息

小澤征爾音楽塾公演拡充資金
未収利息

ローム ミュージック フェス
ティバル拡充資金未収利息

ローム クラシック サイエン
ス拡充資金未収利息

ローム ミュージック フェスティバル拡充
資金として保有する定期預金の未収利息

ローム ミュージック ファン
デーション スカラシップ コ
ンサート拡充資金未収利息

ローム ミュージック ファンデーション ス
カラシップ コンサート拡充資金として保有
する定期預金の未収利息

ローム ミュージック フレン
ズによるセミナー実施資金未
収利息

ローム ミュージック フレンズによるセミ
ナー実施資金として保有する定期預金の未
収利息
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（単位：円）

貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等 金額

 特定資産 定期預金 45,000,000

　りそな銀行京都支店

定期預金 169,000,000

　りそな銀行京都支店

定期預金 50,000,000
　りそな銀行京都支店

 その他固定 建物 ロームシアター京都 公益目的保有財産であり､公益目的事業 10,753,280

 資産 「ミュージックサロン」 としてのロームシアター京都｢ミュージック

　内装 サロン」事業に使用している。

什器備品 4,157,865

ロームシアター京都 公益目的保有財産であり､公益目的事業 4,047,525

「ミュージックサロン」 としてのロームシアター京都｢ミュージック

　ＡＶ設備等一式 サロン」事業に使用している。

ロームシアター京都 公益目的保有財産であり､公益目的事業 38,340

「ミュージックサロン」 としてのロームシアター京都｢ミュージック

　受付用デスク サロン」事業に使用している。

紙折り機 管理運営用財産であり、管理運営に使用して 72,000

いる。

商標権 管理運営用財産であり、管理運営に使用して 501,691

いる。

登録商標5件(国内) 371,735

登録商標1件(海外) 129,956

ソフトウエア 3,789,957

WEBサイト奨学生データ 管理運営用財産であり、管理運営に使用して 13,283

ベースシステム いる。

ローム ミュージック ファンデーション 管理運営用財産であり、管理運営に使用して 3,776,674

WEBサイト(リニューアル) いる。

電話加入権 2回線 (共用財産） 145,600

　うち60%を公益目的保有財産として、公益 87,360

  目的事業に使用している。

　うち40%を管理運営用財産として管理運営 58,240

  に使用している。

86,690,893,971

87,038,582,748

ローム ミュージック フレンズによるセミ
ナー事業実施の資金であり、当該事業の財
源として使用している。

ローム クラシック サイエンス事業拡充の
資金であり、当該事業の財源として使用し
ている。

ローム ミュー
ジック ファン
デーション ス
カラシップ コ
ンサート拡充資
金

ローム ミュージック ファンデーション ス
カラシップ コンサート事業拡充の資金であ
り、当該事業の財源として使用している。

ローム ミュー
ジック フレン
ズによるセミ
ナー実施資金

ローム クラ
シック サイエ
ンス拡充資金

　　固定資産合計

　　　　資産合計
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（単位：円）

貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等 金額

(流動負債)

未払金 126,152,933

公益目的事業に係る未払金 113,603,146

管理運営に係る未払金 12,549,787

未払消費税等 平成29年度 消費税等の未払額 1,157,800

預り金 源泉所得税 168,928

賞与引当金 ローム(株) 出向者に対する賞与の引当金 4,198,838

131,678,499

(固定負債)

役員退職引当金 理事、監事、評議員 役員等に対する退職手当の引当金 5,700,000

選考委員退職 選考委員 選考委員に対する退職手当の引当金 1,400,000

引当金

7,100,000

138,778,499

86,899,804,249　　　　正味財産

　　流動負債合計

　　固定負債合計

　　　　負債合計
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