
法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

Ⅰ資産の部 1．流動資産 現金 ���1．842．684 �(�3��(�3�sr�

普通預金 ���3イ(�3cィ�

未収金 流動資産合計 2．固定資産 工具器具備品 ���

315，187 

169，393 

減価償却累計額 ��ﾃ�CX�3s釘�

有形固定資産計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ負債の部 1．流動負債 2．固定負債 負債合計 Ⅲ正味財産の部 前期繰越正味財産 ��c��33�2�

0 0 

0 

0 ���

1，894，092 

2，012，077 

当期正味財産増減窺 正味財産合計 負債及び正味財産合計 �117，985 

2，012，077 



法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

財産目録
平成30年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���~B�

Ⅰ資産の部 ���1，842，684 �(�3��(�3�sr�

1．流動資産 

現金 

普通預金（郵貯銀行） ���3�3h�3�3��

普通預金（三井住友銀行） ���
普通預金（東京三井住友銀行） ���
普通預金（日新信用金庫） 塗�CcCR�

未収金 ���

315，187 

流動資産合計 

169，393 

2，固定資産 

工具器具備品 

減価償却累計額 ��CX�3s釘�

有形固定資産計 ��c��33�2�

0 0 

固定資産合計 

0 

資産合計 

0 

Ⅱ　負債の部 

1．流動負債 

短期借入金 

預かり金 

0 

流動負債合計 

0 2．固定負債 

負債合計 

2，012，077 正味財産 



法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）
科　目 仞��額 

Ⅰ収益 1．経常収益 1）受取会費 　正会員受取会費 �#c��3����425，300 塗�3s滴�3s#��‾札794，739 

賛助会員受取会費 2）受取寄付金 3）受取助成金等 受取助成金 ��cH�3S���
217，100 �#�x�3����

130，000 ��店�3����

受取補助金 4）ローンボウルス●普及事業収益 　物品売上げ 田X�C����

49，500 田X�3�#��

雑収益 5）ゾヤ八〇ンオープン国際大会事業収益 　ゾヤJlOンオーフ○ン協賛金 ��h�33#��

1，077，000 �8�33�yiﾃ���

ゾヤJlOンオープン助成金 田S8�3����

ゾヤ八〇ンオー70ン参加料 6）薄がい者LB普及事業収益 　受取寄付金 ���3Ssx�3S���

200，000 �(�3Sォ�3����

受取補助金 �(�33c��3��Vﾂ�

研修合宿参加料 2．経常外収益 受取利息 収益合計 Ⅱ費用 1．経常費用 1）ローンホ●ウルス’普及事業費用 広告宣伝費 ��X�3����

18 ����18 

39，182 �3c(�3�cR�362，065 ��"�

支払助成金 鉄��3����

旅費交通費 �(�3Cs��

会場費 都X�CsS��

印刷製本費 �8�3S���

通信運搬費 田cb�

消耗品費 �3��3CSB�

物品仕入費 ��3��Cs���

支払手数料 ���3鼎B�

大会賞品 祷�33���

雑費 2）ゾヤ八〇ンオづ○ン国際大会事業費用 （1）toto助成対象内経費 諸謝金 ����C����

264，000 ���3�3��3S#2�3，222，148 

旅費交通費 ����3csB�

会場費 涛X�3S���

大会賞品費 涛��3�#��

印刷製本費 �3s8�3c���

支払手数料 （2）toto助成対象外経費 旅費交通費 ��h�CsC��

870，954 �(�3����3c#R�

食費 都店�3S���

会議費 ��s(�3s#��ﾂ�

大会賞品費 ��c��33cb�

印刷製本費 田h�3田��

通信運搬費 ��(�C鉄��

支払手数料 ���3S�"�

消耗品費 都h�3#S"�

雑役務費 3）陣がい者選手強化事業費用 　旅費交通費 �38�3C���

1，156，798 �� 



大会登録費
会場使用料
印刷製本費
食費
保険料
指導員、サポーター謝金
選手日当
外国人講師・通訳契約費
銀行振込手数料
租税公課

4）管理費

諸会費
租税公課
ボランテげ謝金

旅費交通費
会議費
通信運搬費
消耗品彙
減価償却費
支払手数料
ウェブサイト維持管理料

2．経常外費用
費　用　合　計

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

336，510

92，800

4．320

4，713

27，700

322，811

70，938

483，958

24，216

52，593 2，577，357 2，577，357

515，184 515，184

117，985

1，894，092

乙012，077

ヽ



法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

計算書類の注妃

1．重要な会計方針

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、
2011年11月20日一部改正、NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

（2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2．事業費の内訳
（単位：円）

科　目 �8ﾘ�ｸ987ｨ�ﾈ4X8ｸ5��ゾヤJlOンオーフ○ン ��x*ｨ*(�)�偃��

普及振興事業 俛�ﾝｹ�X檍馼ｼb�強化事業 
（1）人件費 日当 （2）その他経費 諸謝金 �����0 都��3�3��

264，000 塔�h�3sc������

支払助成金 鉄��3����′1，060，628 

会場費 都X�3sS��95，500 涛(�3����

旅費交通費 �(�3Cs��　0 172，720 　0 ���3�Sh�3s唐�

会議費 ����������

借料暮損料 

印刷製本費 �8�3S���440，640 滴�33#��

通信運搬費 田cb�12，950 ��(����������

消耗品費 �3��3CSB�76，252 ���

保険料 �������33���　0 252，295 �#x�3s���

大会賞品妻 剴��

支払手数料 ���3鼎B�18，252 �#H�3#�b�

物品仕入糞 ��3��Cs���0 ���

広告宣伝費 �3��3��"�������0 ���

食費 �795．500 滴�3s�2�

雑役務費 �33，411 �����33h�3S���

大会登録費 �0 

租税公課 ���0 鉄(�3S�2�

雑費 ����C����0 ���

事業費合計 �3c(�3�コ�3，222，148 �(�CSsx�33Sr�

3．固定資産の増減内容
（単位：円）

資　産 弍ｨ���靖;陋�｢�取得 侏淫ﾒ�期＿末 取得価境 侏��霍��}ﾘﾇhｧ｢�期末 帳簿価額 

有形固定資産 エ器具備品 インドア用カーペット �3�X�3�ビ�0 ���315，187 ��ﾃ�CX�3s釘�169，393 

4．借入金の増減内訳

（単位：円）

以上


