
監　査　報　告　書

特定非営利活動法人　ローンボウルズ日本

理事長廃針路様

2020（R2）年4月5日

∈監事　佐古安弘

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、よY→．・ト特定非営利活動法

人ローンボウルズ日本の2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

の事業報告書及び計算書類等（活動計算書・貸借対照表、同注記及び財産目録）

について監査を行った。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、必要の都度、理事

に対して質問を行った。また、財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や

証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び2019年度の事業計画に基づき適正

に執行され、会計処理は、一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正

に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類等が、へ　・⊥特定非営利活動法

人ローンボウルズ日本の2020年3月31日をもって終了する事業年度の業務執

行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以　上



法人名：特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

2019年度　財産目録
2020年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

Ⅰ資産の部 ���妄・ 3，158，153’ �8�3�S��3�S2�

1．流動資産 

現金 

普通預金（郵貯銀行） �(�3s���3�C2�

普通預金（三井住友銀行） ���
普通預金（日新信用金庫） 鼎C��C����
未収金 ���

0 

洗動資産合計 

0 

2．固定資産 

有形固定資産計 

1，000月00 

固定資産合計 

1．000．000 

資産合計 

1，000，000 

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 

2，158，153 正味財産 



法人名：特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

2019年度　貸借対照表　　　、
2020年3月31日現在

（単位：円） 
両目 仞���ｧ｢�

Ⅰ資産の部 1．流動資産 現金 ���3．158．153 �8�3�S��C�S2�

普通預金 未収金 流動資産合計 2．固定資産 工具器具備品 減価償却累計額 �8�3�X����3�S2�����

0 0 0 1，000．000 

旨 8 

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 

1，000，㈱ 

1．∝吼000 

0 �����

2，030．350 

2，15古，153 

当期正味財産増減療 正味財産合計 負債及び正味財産合計 �127．印3 

3．158．153 



法人名：特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：円）
科　目 仞��額　　　　　　　　　　1 

‡収益′ 1．経常収益 ・1）受取会費 　正会員受取会費 �#���C#���548β00 ������Cs�?ｳ塔b�ヽ 8，710，013 

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 �3C��3C���
212，607 �#�(�3c�r�

190．104 �33(�3�sr�

受取補助金 ��#x�3�s2�

委託金 4）ローン泰やウルス†普及事業収益 　参加料 ��X�C����

552，800 倡ﾂ�ls��C��"�

受許料 �3x�3����

物品売上げ 塔X�33優��

その他収益 ����H�YL2�

雑収益 5）ダヤ八〇ンオーフり国際大会事業収益 JSC助成金 ���ﾃh�3C�"�

912，000 �8�3Y��,ﾘｷ(���

W姐62021県実行委員会補助 ���3����3����

企業協賛金金 都8�C����

個人協賛金 �3���3����

クラブ協賛金 �38�C����

選手参加費 6）陣がい者LB普及事業収益 受取補助金 2．経常外収益 受取利息 収益合計 Ⅱ費用 1．経常費用 1）ローンボウルス’普及事業費隋 日当 ���C#���ｳ����

3．337月00 �8�C33xﾈ����

27 �#r�27 

97，400 ���3��8�3c#b�1，083，626 ��

諸謝金 鼎(�3����

食費 鉄x�3S���

旅費交通費 �����3#���

会議費 �3��3c���

借損料 店�3�#��

会場費 �����3CS��

スポーツ用具費 鉄(�CCc��

通信運搬費 ���C��

消耗品糞 都(�3S�2�

支払い手数料 ���3sCB�

大会賞品費 �#店�8��3��

物品仕入れ費 田��3����

TKY補助金 2）ゾヤ八〇ンオープン国際大会事業費用 　諸謝金 鉄��3����

420，408 �� 

食費 涛s��3Sc��

旅費交通糞 涛ド�C3C��

会場費 塔��3s���

印刷製本費 �33H�33���

通信運搬費 ����3CCr�

消耗品嚢 �3��38*ｳ"�

雑役務費 鉄#��3CCB�

支払い手数料 ���#澱�

雑費 鼎��3s3��

大会賞品費 �#(�3c�"�



スポーツ用具費
3）陣がい者選手強化事業費用

日当
諸謝金
旅費交通費
会場寅
雄役務費
保検料
支払い手数料
大会登録費

4）管理費

諸会費
租税公課
旅費交通費
会議費
ボランティア謝金

通信運搬費
消耗品費
支払手数料
ウェブサ朴維持管理料

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

3．725．235 3，725，235

140，974

895．193

丁，499，101

34，818

39，950

130，902

15，342

363，199 3，119，479 3，119，479

206，109

127．250▼

175，000

35，200

90．000

750

8，183

1．600

9，778 658，870 653，870

127，803

2，030．350

2，158，153

ヽ



法人名：特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

計算書類の注配

1．重要な会計方針

2019年4月1日から2020年3月31日まで

計算書韓の件成は、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博却しています。

（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5H4X8ｸ5��ゾヤ八〇ンオープン ��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）その他軽費 諸謝金 涛x�3C���C(�3����妄・ 　420，408 ��C��3都B�ンX�C��2�3H�3������3C祷�3�����"�3��3鉄��

食費 鉄x�3S���・97乳5引 

会場費 会議費 旅費交通費 借料・損料 スポーツ用具費 印刷製本糞 通信運搬費 �����3CS��3��8�ﾃc�������3#���X�8��#��S(�3Cc����3�C��81，700 986，340 71，055 334，300 10，447 

消耗品費 雑役務糞 都(�3S�2�#店�3c3��36，352 52乳444 222．602 

保険料 大会賞品費 剴�3��I4�"��X�33C"�3c8�3�湯�

支払手数料 物品仕入糞 ⅥⅣ補助金 大会登録費 雑費 ���3sCB�ｩ��3����S��3����11，296 41．730 

事業費合計 ���3��8�3c#b�3，725，235 �8�3����3Cs��

3．固定資産の増減内容
（単位：円）

資　産 弍ｨ���靖;�&ﾈﾎ2�取得 侏淫ﾒ�期末 取得価額 侏��霍��}ﾘﾇh鯆�期首 帳蓮価瞳 

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 ���(�3塔b�0 ��ﾃ#�3#���11乙986 

インドア用カーペットを平成31年4月25別こ高知大学へ帳簿価額と同額の112，986円で

譲渡したので固定資産は無しになった。

4．借入金の増減内訳
（単位：円）

短期借入金

当期借入 1，㈹，㈹0

当期返済
斯宋残高 †，柵，∝沿



法人名：特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

甜19年度活動計算書の内訳説明
2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位・円）　　　　l 
‾　科　召 �Hｾ���ﾇ��内訳の説明　　　　　　　　　　　† 

Ⅰ収益 1）受取会費 正会員受取会費 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 受取補助金 委託金 4）ローンホ●ウルス‘普及事業収益 参加料 受講料 雑収益 物品売上げ その他収益 5）jジャパンオープン国際大会事業収益 日本スポーツ振興センター助成 WMG2021兵庫県実行委会補助金 企業協賛金 個人協賛金 クラブ協賛金 選手参加費 6）j薄がい者LB普及車業収益 受取補助金 7）受け取り銀行利息 収益合計 �� 

20乳2抑 ��X4�8�7W�8�H�YL8���店ｷ(冷�

個人正会皇22名×600＝13．2聞円 

340，400 伜顋X檍輯���苓��##I�ﾈ���3H�3C��冷�

3朋円×2人＝右胸円，100．㈱円×2人＝200．㈱円． 
1）小計 　事は．8蜜沿 ��

2寸2メ拍7 ���I[u%���ﾈ������3��h苓�I[ﾘｼ�CH�x苓���ﾈ�陂H-s�i�ﾈ����(�3C��苓�2�
‾TKY姜金10．207円 

2）dヽ計 　212．607 ��

190．用4 悼gｸ8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x98ｺh橦�ﾌ｣���苓��tﾔs#�#��I�ﾃ)D���487�986x��ﾈｾ�ﾌ｣��H冷�

127，073 �-�.h*H+)�h･X5�7ﾈ�ｸ69�X檠^(�ｾ�*��s8苓��ﾊyj�-8.ｨ*�*)�X檠^(�ｾ��X�3�_ﾈ冷�

生涯スホローツ連合休験教室補助金15，000円、明石休膏協会補助金卸000円 
北播磨ふれあいフェス体験教室補助金50月00円 

15．000 ���ｸ�9+x�ﾝY�X檍勾�Xｾ��X�C���冷�

3）小計 　33乞177 ��

552，800 �&ｨ�5h988ｸ5ラgｹ�偃位��X橦�z｣���苓��&ｨ�-h��4��ｸ5��i?ｩgｹ�偃位��X橦����8�YL8冷�

ミックスⅢブルス●日本選手権大会乳酪0円、へ○ァース◆全国オープン大会詔，000円 

フォアース’全国オープン大会吸，∝旧円、神戸市長賞大会′77，∝沿円 

朝石総合体育大会玖弼円、初心者LB大会鼠駕粉円．県民ふれあもゝ東会場側円 
タイガー方式大会38．000円▲2－4－2ペアーズ大会28．0∝〉円 

37． �4�986腥4(4��ｸ��ｦ俎X�檍�8ﾗY{��8�CS��苓��8ﾈ7x�ﾈ8ｸ4�6(7hﾗX�檍�8ﾗY{�#8�CS��冷�

16月12 亢ｹ�X�XﾟｹHH�3(�3X�从ﾈ苓��8h6ｨ7H4��ｸ8�9(YHH�3亶(苓��78986�6(5yHH�3Hｷ(冷�gﾉo9gｳ�GｹHH�3S��苓�CHﾈ�8ﾈ7�8ｸ4�6(7h��檍�8ｾ�C�(冷�

65．390 �6X�ｸ8��ｸ7ｨ�ｸ4X8ｳ(5ｨ6(6yHH�9�8ｾ�ｭh�C3��冷�

10．∝旧 店ﾈ�-�.h,x.為X�檍ｶ9����9~xｾ����Hxｨ冷�

4）小計 　881．602 ��

912，∝氾 1．000，000 73脚 300，㈱ 33，∝旧 1．280．㈱ ���4�8�7X��8�3�����38�3���冷�

5）小計 　3腰は．∝沿 ��

3，337， 櫨���x*ｨ*(�$ﾄ(ｺ8ｵｩ|ﾘﾏﾈ�8馼ｼi^(�ｾ��丼H蟀ZX*(�｢�

27 ��

札710．013 ��

Ⅱ費用 1）ローンホ●ウ舶●普及事業費用 日当 諸謝金 食費 旅費交通費 会議費 借損料 会場費 �� 

97．400 ��X檍5�5�6(7I?ｩ9c3(�CS��苓���X檍4�987�484�?ｩ9c���3���苓���

講習会講師日当　24．000円、体験教室スタッフ日当　29．900円、 
42朋 �-8.ｨ*�*(7H4h5映ｹFIh��ﾈﾋ�ｾ�鰄�ﾘﾖ8�8ｾ�C(�Hxｨ冷�

57．双氾 ��X檍5�5�6(7I(ｹ�丑�y5���冷�

190．290 �?ｩgｹ�偃位��X檠gｹ�偬��ｨ�){yN�(��cX�C���苓����檍ﾗX踪ﾏ�,ｩN��x�C#��冷�

初心　LB大会ス　ッフ交通費8．㈱円 
38．800 倡浦Io�醜檍ｶ8檍�ｨ諍w�{�)?ｳi4����7ﾘ�ｸ4ｨ�ｸﾊH�8檍檍�ｨｼﾙw�{���ｳ�����

5月20 丿X顗檍ﾗX�{�5(78�ｹ�2�

11糾50 �?ｩgｹ�偃位��X檠uﾉ����gｹ����ｨ諍w�{�)Tｨ苓���

全国オープン大会会場使用料21㈱円、その他大会会場使用料29050円 

スポーツ用具費 通信運搬費 消耗品費 支払い手数料 大会賞品費 物品仕入れ費 TKY補助金 2）ジャパンオープン国際大会事業費用 諸謝金‾・ 食費 刄Aン／lOィァ講習会■レヘ’ルアップ譲習金グリーン使用料5．500円 52．460 �487�986yw�7�5�6x艀ｬXﾎﾉ�ﾃ3��CCc�苓��5x886(4繆ﾌ(ﾗy?ﾈ�SH�Hx･"�

1．040 冰��y{��

72．583 ��X檍��mYV���徐{��X,�,yLc��8苓�I_ﾉ�ﾈ8ﾘ�ｸ987ｸ4X8ｸ5仄h檍�8ｭ8ﾗy?ﾃ��Cs��冷�
1，744 仞(ﾗ9�X.異�-ﾘ詹�I{��

295．639 �?ｩgｹ�偃位��X檍�ﾉV鉄H�Cc��苓���8ﾙ�4��ｸ7h99�X檍�ﾉV柧����苓���

その他の大会賞品176．7附円、優秀ポううー表彰賞品10．M円 
68．100 仍ﾈ�h8��ｸ7ｸ4X8ｳ(5ｨ6(6x覈?ﾈ.ｩN�(�C���苓��8h6ｨ7H4��ｸ8�(hﾌ9V�)(Xｭ�竧ｩ緝�C���冷�

50．0∝〉 �69*ﾉ'�Ei�偃����X檍��ｩ^(��

1）小計 1カ83．828 ��

420．408 冩�輯�(�C鉄�����)Kｸ輯ベﾈ駮�苓�H�X5�5�6(7C�S��C頴ｸ苓��ﾚy�X檠�靉ｸ�����Hxｨ冷�

979，561 冩�醜自�)Kｸ醜�X5�5�6(7H�X､8､��偃�(ｹ���33s��9YC�苓��ﾚy�X檠N��ﾍ��8�Xｸﾈ冷�



旅費交通費 会場費 印刷製本費 通信運搬費 溝耗晶費 雑役務費 支払い手数料 経費 大会賞品費 スポーツ用具糞 3）陣がい者選手蔵技力向上事業費用 日当 議謝金 旅費交通費 会場費 雑役務糞 保険料 支払い手数料 大会登録費 4）管理費 諸会費 租税公課 旅費交通費 会議費 ボランティア謝金 通信運搬費 消耗品費 支払手数料 ウェブサイト維持管理料 費用合計 涛ド�C3C��海外選手ホテル代911．000円、その他75．340円 
81．700 丶ｨ檍�檍�ｩ��w�{���CS��苓����ﾗ8勾T�檍檍�ｨ諍w�{����C#��冷�

334．300 �7ﾈ5�5��ｳ#H�C3��苓��7�987H8ﾈ6(6s3���C���冷�

10．447 倬�{�9俤ｩ�yN��

36．352 倬ik�w�V友ﾈ�H�E(����ﾈ6��ｸﾏIN�H�CyG���6��X7�48986y����8苓�ﾈ���
エアホーン6．308円　　　　　　　　　　　、 

529．444 �+X,ｹ]H.映育餃X淙�9N��(�C�SH苓�iy��)���X6X986y9��ﾘ�9N�#(�Cイ�苓��+ｸ,ﾉ�ﾃH�CCS�冷�

11．296 仞(ﾗ9�X.異�-ﾘ詹�I{��

41．7三好 ���ﾎIE�6ﾙ�ﾘ耳6X4(�ｸﾆ儼��2�

222，602 �?ﾈ�ﾈ�(8�5�8ｳ��(,�,s�(�3�s�苓��?ﾈ�ﾈ�)Yｸ�ﾃ3X�C3C(苓��､8､��偃斡ﾉD��38�3##�苓���

役員・スタッフ・国内選手記念品引．80創円．その他970円 

71．055 �7H6(6x7ﾘ6(6sx8ｨ984饂ｩ^｣hﾈ�X苓��5�5(4�4ｨ�ｸ6�7ｨ8ｸ5��ｳx8ｨ984饂｣X�C���冷�

2）小計 　3．725．235 ��

140．974 丶8､�9�ｩ?ｩ9c�#��C8�X耳苓��ﾙ�>�ﾘx�?ｩ9c���CcsH冷�

89も193 亢�ﾙ�����,ｩo8�8ｾ��絢����7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4��9�ｩ,ｩo8�8ｾ��x自oh苓���
海外遠征サポートスタッフ謝金425．608円、国内合宿サポートスタッフ謝金110．005円■ 

1，499，101 亂8ﾙ����ｨﾏ�,ｩN�3�X�3sc����7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4��9�ｨﾏ�,ｩN��h�Ils�苓���･�8檍ｶ8��委�,ｩN�v�����苓��ﾙ�>�ﾘx�����ﾏ�,ｩN����x�CC�8冷�

34．818 俛�>�ﾘx�檍�ｨ諍w�{��

39．958 �8�6h4(4ｨ8ｸ6�4h6(4��i&h��?ﾈ詹N���

130．902 丶8､�9�ｩ{xﾗ9ﾌ几(ﾔｲ�

15．342 仞(ﾗ9�X.異�-ﾘ詹�I{��

363．199 侘ﾈﾙ��9�ｩ�X檠6�餒���������ﾂ�

3）小計 　3．119J47 ��

20札109 悼gｸ8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x98ｺh檠X�%8ｾ���v�xｨ冷�

日本陣がい者スポーツ協会加盟分担金1船脚円 

兵庫県レクリエーション協会年会費l刷円 
東京都レクリエーション協会準会員年会費5卿円 
兵庫県生涯スポーツ連合年会費20，0（氾円 
ワールド恵◆うぬスー年会費21．109fq 

127．250 侏��)*X�{C�#X�C#S�苓���8鑛�8�3��冷�

175．000 滴ﾈ����(ﾈ騫ﾘ馼檍��委�,ｩN�(��

35．200 滴ﾈ��ﾘ檠w�tT(檍ｶ8�諍w�{���3X�H�8冷�

90．㈱ 倬ik�ｸ�+x��檍ﾇh��(�CS��苓�霾����(*佇���9kﾈ�����������������������"�

750 冰��y{��

8．183 傚�ｮﾘ�V��

1．㈱ ��Xﾙ�-ﾘ詹�I{��

9．778 �5H�ｸ6��ｸ8ﾈ985�8ｹN���H6�8�4898諍w�{��

4）小計 　653√87 ��

∴・疎さ触ぶ㊥ ��

収支薫く敬慕t費用） ��#x�8��2� 
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寸 ��
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酪田鶴者碑暦琴を慎也が毎朝潮位戎免）

旧B山ミッジおよびボウル拭きタオル（田原淳子丘無償捷供）売り上げおよび在庫管理表
＊　2819年1月15日　バッジ35個およびタオル粥枚仕入れ　　　　　　　　　　　　　　　1

仕入れ重点　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勺　　　　、

販売攣優258円／奪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

年月日－ �&靄ｩ.Xｻ8��6�+Y��僣H�8ｾ�Dｲ�薯考 偃ｨﾝﾘ･(ｻ2�

壬．釘＿！与 牝�d駅梃ﾂ��� ��

；扮1乳1．151 塔�Xｯｩ?ｨ+�7伜�,h+X,H�ｹtH辷ｸｲ���� ��yX"�

2019年3月 �3��&丶ｸ,ﾈﾝﾘﾌ�,ﾓ#��8���� �3R�

脚年3舞 兀S�ｸﾖ�,ﾉ���,ﾞ巍<"��� ��

l 鳴� �� 

靂 鳴� �� 

I 鳴� �� 

Ⅰ 鳴� �� 

年月日 偬�侘)�B�漉し先 ���HH�8ｾ���備考 兔ﾘﾝﾘﾌ��B�
‘レ轍ぎ二i嘗 �?ﾈ����xﾒ� �� ��

201鼠1．t5 ��岨こ土産として無償支給 ����� 塔"�
－281乱2．2さ �#��孤l肋は¢ゆ出場者（舎】丑練二） 冖8�ｨ辷ｸｲ�2¢駄X㈱巧J刃棚円相当 都"�

2018年3月 �3�����､ｸ,ﾈﾝﾘﾌ�,ﾘ扎ﾌ"�� 都"�

鮒乳4■　靂 �.��Xｾ)dﾈ､9�ｨ7ｨ�ｨﾅHｴﾘ��h�-ﾘ.(+��刔ｹZ(辷ｸｲ� 都��

武将0年3月 �3���ﾃ�¥ｸ,ﾈﾝﾘﾌ�,ﾓs(ﾌ"��� ��

‡ ��b��� ��

」＿＿m－」 � �� 

ヽ　　ヽ

恥†ッジ禿ず上げお班庫管礫表
書2018年1月818　500個仕入れ

仕入れ金銭払潮円　　仕入れ序瘡12714円／傭
i売豊鍾 ��韆阯��靂"�

年見怒 仄8��8ｴ｢�まL先 ��9險�b�■・も】 俤ﾓ����

j野暮象‡31． 岬Hﾘｲ� �� ��

】診lさ3．1． �#��タッチヤーズ竹内j■治義人（タイガー卿ケルズ用） �&r�2相月＠脚 刔��

20相．3．1． ��2�宇匿ワイス森正一】■入（タイガーーボウルス用） �8x｢�1絹×＠封旧円 ��~Sr�

暮＆18‡払 鳴�胴アジア大会畑lさ人Xl朋l／人 ��Hｸﾂ�l鋼■礼譲肺腑人乳当 亶"�
雄一獣池　‾ ��崇拝紳ぬ・は伽戯響警告田平千才 丼8辷ｸｸ���米酢脚／人報蟄 幡ﾂ�

2¢l誹牢8月j ��闇9N��'B��� ��
一姶鼠鼠漁 �#sR�静‡執P大会j出1書に】■1■支髭里人X2別■三三諏■ ��ｨ�����迚=��王朝Fx＠公氾円嘲加円／人相当 �3r�

aH乱鼠Ia 兌B�鞄－シア■カカ　ヽ音大大　　場芋ミヤゲとしてT入 的_ﾂ�瀾X＠20q円r ��r�

3 ��YG�Oｹkh,ﾈ��yi{(�Sx����� ��

1 ����� ��

1 ����������������x�������x���)Jx���������B��� ��

】 幽����� ��



寛

u嬬捕瑞軒ハイ、私はローンボウルカニ夢中なんですJの売上げおよび在庫管理表、
仕入れ重爆I脚　　　　　　　仕入免震響彗肌1円／掃

く1）仕入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t贅兼肇礪珊円

空009年6月208にて200線仕入れ

売上げ及び在嚢擁碁 
年月8 僣H�9|ｩ|｢�売上金餐 儉ﾉHI�b��?ﾈｾ�8ｸ�ｸ6r�凵｡一五　二　－． 

．＄27． �2�之櫛 �������8ﾈｹ躪敲鉙ｬ)6H�｢�ｪ烏8-Y�9Xh�僖X�｢�僞茨8*�c��ﾉ[ﾞ�b���,俛x+X*��ﾈｺ��刳ｹ7 

ふ2札 ����1邑2柵 �5�6(6�8H�ｸ5�5�8�7B�僞茨8*�h.���[ﾞ�b�檍ﾇh,俛wSxﾎ���17 

† 滅ｮ��長田障子クラフ■ 劔��?�4"�

10 冩b�朝劃■市ワイス 劔��u繧�

8 冩b�カナダ曇 劔��B�

5 棣��Y["�－　Gクラブ 劔��C"�

且棚 �985�6X6(7h4�8�7R�劔‡遥 

l 冓��2�山積撃事曇 劔綿�ｩв�

．7．2． 鳴�柵 �<�����揵}��冰�)俐R�俎8,亳�ﾙ�-ﾒ�137 

．7鼻 ��毒力的 �8ﾉdﾙ��(iJｸｭ�������������薰�偖hｭI[ﾞ�b�檍ﾇh,俛x+X�度�ﾈ��｢�凵� 

．7．5． �-��潮 乘(ﾌｸ4�5H�ｸ984�8�7R�冕�)��俶�ﾗ8,竸俛�-ﾒ�117 

．9．1諷 鳴�緋 ��ﾃSh4�8�7X鉙皐���兌ﾘﾘｩ�8�,�6�+X�����繆�｢��118 

．乱弧 鳴�榔 倚(+ﾙ^伜(ﾏｸ�y�I�"�倩ﾈ�2��115 

．事象27． 白�級 �(i��8ﾉDｩ$��ｲ�僖韃�-ﾈ,仞�<�,����+r�刧T 

組1札1．15． 鉄��＿　伯叔船 �(hｹ��大草條青学瘍 �(ﾈ�##�?ﾈｾ��刹� 

．3．20． 亅��8．㈱ ����ｨ���入（在】■数貰蔓1 僖��度軋速欝に入金す 剋ｲ 

．象21 �*ｲ�7．飾 凅ｸ�ｨ���入（イレブン9人に量量） �?ﾂ�重すみ � 

且H． ���抑 俤��ｲ�さ入（渡辺ユキさんに重量） �?ﾂ�壷すみ � 

1規　‾ ��1一礪貯 �8ｸ5���ｺ案�+8/���?ﾂ�重すみ 冕峻 

1え111 ��城陽 �8��烏ｩD��i�X檍�ﾉV冽�������?ﾂ�金すみ � 

ltl色27． ���靴 緬?�9|ｨ+��b���ぎ　ー 凵A　37 

201111．弧 鳴�既 �-ﾈｧhｴ8��B����?ﾂ�蜜すみ 刄~掩 

2015．象10． 唐�4．800 �8�5(6�7ﾔﾄ$8�)694餮b��?ﾂ�食すみ 剴ﾟ 

i7． ����釦∝船 ��畑耳�X4��i�ｵHｭ>己ｵx�dﾉW鰻�6r��?ﾂ�禽すみ 儻＿．⊥怨 

28．毘18． �2� 倡9=ﾈｭ��Y|ｨ廬+���?ﾉdﾈ+x-ﾒ��17 

．ゑI札 曝��� ��YTﾃ�U9(i�i�b��?ﾈｾ�+x-ﾘ�R�冤 

織2乳88． �)｢�5． ����Y�����yfｸ��}�����(���ﾉu(��]r��?ﾈｾ�+x-ﾒ��9 

碑綿封醤油Ⅷ■ 劍ﾈ���ﾆ�ｬ��8ｺ���������ﾈ*ｸ岑+�.蓬�｢�� 

ヒ　雷．眩絶　著　　　　1署 劍ｷ�Xﾘ����������馼馼�����亶h�+x-ﾒ�� 

月31月謝賢の在庫数は剖冊 剪���凵� 

1　　　　1　　　‡ 劔��� 

l　　　　箋　　　　i 劔��� 

l　　　l　　　l仙＿＿＿＿＿……′．。．トhH。．叫．仙′．｛．＿岬…．“‥′ 劔��� 

半在轟切れとなったために・却柑年2月†由た劫柑年3舶帽壌横臥却柵を発乱入軌
二＿二千＿＿

鴎ルールブック第3抜く8本藷抜）繊度一覧表

内容は基本的に変更なし（軸 仕入れ曇義弧71鋸弓、仕入れ霊 凵@　　　　　l　一 などは鯵正）。業者はプリント′くック。 一鷹l畑　　　丑と 

雫H竃濡した：相手 剩X器群数 �?ﾈｾ���入金金t■ 俶8.���|ｩ=ﾈ���

llYC＆ACアンハイ7講習会で4冊販売 �4 �#�#�ﾈ��C#x�B�2．（職） ��澱�

．幻タッチサー「ズ串i罫氏に1凛竃養 �1 �.ｨｹｲ� 鳴�

空室娃3月818度欝の在庫は195冊 � �� ��


