
監　査　報　告　書

認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

理事長　奥田　昭様

2021（R3）年4月1日

監事佐古安弘⑳

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、森定特定非営利活動法

人ローンボウルズ日本の2020年度（2020年4月1日から2021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ちた。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び2020年度の事業計画に基づき適正

に執行され、会計処理は、一般に公正妥当と静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、認定特定非営利活動法

人ローンボウルズ日本の2021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：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

令和2（2020）年度　財産目録、
令和3（2021）年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

王　資産の部 �����(�3sXｪCsc��多 3，45番，46 �8�3CS��3CcB�

1，流動資産 

現金 

普通預金（郵貯銀行） 
普通預金（三井住友銀行） ���
普通預金（日新信用金庫） 都���3c澱�
未収金 ���

0 

流動資産合計 

0 

2．固定資産 

有形固定資産計 

0 

画定資産合計 

0 

資産合計 

0 

Ⅱ　負債の部 

1．流動負債 

短親借入金 

預かり金 ���

0 

流動負債合計 

0 2．固定負債 

負債合計 

3，458，4糾 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

令和2（2020）年度　貸借対照表、
令和3（2021）年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

1資産の部 1∴流動資産 　現金 ���3，458，464 �8�3CS��CCcB�

普通預金 �8�3CS��3CcB�����

未収金 流動資産合計 2．固定資産 工具器具備品 

0 0 0 0 

タ 

減価償却累計額 
有形固定資産計 薗定資産合計 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 

0 

0 

8 ���

2，158，153 

3，458．464 

当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計 �1，300，311 

3，458，464 



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
令和2（2028）年4月1日から令和3（2821）年3月31日まで

く単位：円）

工　収益
1．経常収益

1）受取会費
正会員受取会費
普通会鼻受取会費
賛助会員受取会費

2）受取寄付金（1）
3）受取助成金等

受取助成金（1）
4）ローンホ’ウルス’普及事業収益

参加料（1）
雑収益

6）陣がい者LB普及事業収益

雑収益
受取補助金（4）

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’ウルス一昔及事業費用

支払い助成金
大会賞品（1）
スポーツ用具（1）
印刷製本費（1）
会場費（1）
日当（1）

保険料（1）
消耗品費（1）
旅費交通費＝）
支払手数料（1）
借損料（1）

2潅がい者選手強化事業費用
日当（4）

諸謝金（4）
旅費交通費（4）
会場費（4）

消耗品貴く4）

隷役務貴く4）

保険料（4）
支払い手数料（4）
雑費（4）

3）管理費
諸会費
支払い寄付金
■租税公課

印刷禁本費制
会議費（3）
ボランティア謝金
雑費（3）
雑役務貴く3）
保険料（3）
通信運搬費（3）
借損料（3）

溝耗品章魚）
支払手数料（3）
ウェブサ伸雄持管理料

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

1，300，311

2．158，153

3，458，464



法人名．認定特定非営利活動法人ローンボウルズ8本

令和2（2020）年産活動計井手の内訳鋭明
令和2（2020〉年4月1日から令和3（2021）年3月318まで

（i位・円） 
科　旨 仞���ｧ｢�内訳の説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ 

Ⅰ収益 －1－）受取会貪 団体正会員受取金支 払体着通会員受取会費 個人讐逢会員受取金責 溝助会員受取会費 2）受取零付金 受取寄付金＝） 釘受取軌成金等 受取助成金（1） 4）ローンホ’りんス◆書及事業収益 雑収益 大会参加料（1） 5）j庫がい着uき暮及事業収益 �� 

208，000 ��s�8�H�从ﾃ�怜��h4�8�7X��#���H�Xｸﾈ冷�

16．00¢ 佇ﾆ6ｵ6ﾈﾈﾉц枹���苓��4�8ｨ4���栞�Xｸｹ68�B�

9㈹ ��H処�9}���)~C8�Hx･'�9kﾂ�

737．（珊 店���X�負L8苓����ﾈ�C#���Hxｨ苓����ﾈ�33x�8xｨ苓����ﾂ�

1）小針 　970，㈱ ��

2〉小計 侘)�ﾈｯ�WHｾ����s�4�蜒#S��ﾈ���S8�C��x苓��#���3���ｨ怜�)kﾈ��X�8xｨ怜�kﾂ�

592．770 �8ﾘ裴5h7ｸ4X8ｸ5��ｹ(iGﾉz8藕,傚8*Hｯ�WHｾ�8.��s�冷�

3）小計 悼gｸ5�7ﾈ�ｸ68ｺh檍馼ｼhﾇ���^(�ｾ�����Hxｨ冷�

日本レクリエーシュン協会活動助成金1－tM脚円 

州境G釦21領酋県実行委員会リハーサル大会助成金2糾，313円 
518．473 付ﾔs#�#�ｭi�ﾈﾊx��ﾗ8効醜橦���mｩ���ﾈｵh檍��ﾈｾ�#H�C�c�冷�

10，（X旧 �8ｸ�ｸ8ｸ7X6(4�#倚ｹHH�3��ｺ���

42，∝旧 �ﾄs#�#�ｭi�ﾈ8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檠�偃亥���{�(�H�YL8冷�

4）小計 　52． ��

153 ��ﾒ�雑収益 受取補助金（4） 6）受け取り銀行利息 収益合計 剋G収益153円 

丁，87乙Ot氾 �#�D�7├�9�x*ｨ*(ﾘ�+S雲ｨｵｩ|ﾘﾏﾈ�9��wI^(�ｾ��俟�螽ｾ��｣33��Hxｨ冷�慢年度JPC臆がい著し8薗捷力錦上手業補助金（概算払い日．封廿伏蛤円 

5）小計 †．8花，巧さ ��

6）小計 　　28 ��

4．005，424 ��

tIl用 1）ローンホ■ウルス●書及事業貞用 支払い助成金 大会手品（1） スポーツ用具（1） 野師製本貴く1－） 会場費（1） 日当（1） 保険料（1） 消耗品書（1） 旅費交通兼（1） 借料、槙料‾（1） 支払い手数好く†）－ 2）梓がい善道羊競技力向上事業兼用 日当（4） 藷謝金（4） 旅費交通費（4） 会場費（4） 消耗品貴（4） 難役務薫く4） 島陰劉（4） 雑費（4） 支払い手数料（4） 3）管理費 諸会費 支払い裏付金 租税公課 会議モ（3） ボランティア謝金 雑費（3） 雑役責（3） 毎験料将） 通備運搬費（3） 印槻木費（3） 鮒、損料（3） 消耗品黄（3） 支払手数料（3） かげサ相計持管理料 義用合計 �� 

257，95＄ �;I�&ﾈﾈ霄h橦3��8xｨ苓��阮8辷�ｾ�#X�Hxｨ苓��8ﾈｹ�8ﾈ4霄iD陞���8xｨ苓�｢�

習酉l月協会227．958円（運営支援金25．㈱円、兵庫県レク協会年会費31，㈱円、清算金171．958円） 
38．128 付ﾔs#�?��8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檠��m�3��C�#���

95．467 付ﾔs#�#�8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檍5��ｸ8�5�487ﾘ�ｳ井CSベ苓�IO��ｩ�y6H���ﾈ孰ﾇch�8ﾟｳ�冷�

慨一　一 冨G�84木8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檍7h8ﾘ4�8�8�������(7ﾈ4ｨ苓�������������������������������������
一冊G酔顔イベントづ珊こ嘲 

8．4％ 付ﾔs#�#�8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檍檍�ｨ諍w�{��CC��冷�

57，080 ��｣溢�487�986x7ｸ8�986X4(4�5�5�6(7I?ｩdﾃ)�����冷�WMG2021リ／ヽ－サル大会ボランティアスタッフ日当36．920円 

3．480 付ﾔs#�#�8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檠�偃握8�)]ｸﾊ��ﾃ8�CC��冷�

70．268 付ﾔs#�#�8ｨ6��ｸ5H8ｹ�X檍5(8ﾘ6�4X488ｸ5��鞜H��<X悠9嶋�CsC8冷�WMG大会のぼり、條断纂購入費63．525円 

1．320 ��ﾈﾔ溢Y+(ﾛ�&8ﾘ)�ﾉ,ｨﾗ9{��

76．8 付ﾔs#�(.�6��ｸ5H8ｹ�X檍6X986x8ﾈ985�8ｷCsH�Cン�冷�WMG2021リ八もサル大会テントレンタル蒙　2．200円 

1． 仞(ﾗ2�撮り込み手数杵 

1）小計 　616．831 ��

71，（拍0 ��uy>�ﾘx��偃�?ｩ9b�

28乳（泊0 凅ｹ>�ｭﾉtﾈ5H7ﾈ�ｸ6x5�5�6(7H�8ｾ��

992，101 ��nﾉ>�ｭﾉtﾈ����ﾏ�,ｨ�����W僮�B�

73，850 俛�>�ﾘx�檍ﾘ��y冽�{��

34，109 蜜ﾙ�>�ｭﾉtﾎ<闇�5(8ﾘ6�4X488ｸ5悪I�Y�鞜H��<X幽,�,xﾗy?ﾉN��

81． �8�6h4(4ｨ8ｸ6�4h6(4��i&h��?ﾈ訒Iw��
一札302 仞��閲xﾗ95��｢�

153 兌ｨﾌ��Yk���暹ZX*"�

12，780 仞(ﾗ2�振り込み手数料 

2）小計 1．519，475 ��

261，908 悼gｸ8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x98ｺh檠X�%8ｾ�S�ｷ(冷�

臼本陣がい者スポーツ協会加盟分担金1側聞円 
アンチドーピング協会負担金100，㈱円 
り一九ト甘ウ損’年会1日．潮円 

34170 冖��餬88ﾘ�ｸ987ｸ4X8ｸ5��Xｾ�-hﾎ儻B�

1．200 �8鑛�3��3(�冽ﾘ冷�
－8．550 滴ﾈ��ﾘ檠w�tT(檍ｶ8�諍w�{�Hｷ�ｾ�璽�x�C�S�苓��檍ｶ8�諍w�{�����3S��冷�

90．㈱ 倬ik�ﾜY+x��檍ﾇc(�Iwﾘﾈ蜒�(*�$�ｩkﾂ�
20．838 �7�5ﾈ5(985ﾈ7H6xﾗy?ﾃ#��C�3���

8．8α） ��h5ﾈ7H6y]ｸ荿5H�ｸ7(5闇��;x�S��INｨ冷�

5，322 �7�5ﾈ5(98ｾ(�ｳID�+x冑8#S3#(冷�

6．揖2 ��Y��u��wIw�,�,sゴ�(苓��+ｸ,ﾉ�ﾈｨｹ�vｨﾗ�3s�冷�

8．（泊0 �4ｸ6�6�985�5(�ｸ6�4ｸﾘy�ｸ��ﾛ磯�{�ｩy蹐��Hxｨ冷�

1．158 �5(78�ｹ�2�

125．289 �7�5ﾈ5$ﾓxﾈ縱����8(6ｨ5��ｳ�s3Xﾍ8苓�84X4h7X4ｨ8�8店�CS��苓�87x6(6�5ｨ6(6s(�C�wFﾅ(���檍醜�駅�4ｨ�ｸ6�5��ｸ5ス�C�#����$ｩkﾉ?ﾈ.浦YXス�3���苓��駟k�w�V乘�(�x鷲冷�

4．140 ��Xﾙ�-ﾘ詹�I{��

9脚 �5H�ｸ6��ｸ8ﾈ985�8ｸ詹J���6�8�4898諍w�;x�R�
3）小計 　569i∝17 ��

2，705，113 ��

収支蓋（収益一手用） ���39��ｨ�C3��� 



法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

計算嘉類の注記　　　　　　　令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで

1．重要な会計方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22（2010）年7月20日、

平成23（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��陣がい者選手 

普及振興事業 仄ﾙ�ﾈ馼ｼb�

（1）人件費 鉄x�3����#Sx�3鉄����3C���多 

日当 （2）その他経費 支払助成金 諸謝金 刄n71，000 ‾288，000 

会場羞 �73．650 

綾黄交通費 ���33#��992，101 34．109 

借料■損料 都h�3ン��

スポーツ用具費 涛X�3Ccr�

印刷製本費 塗�3����

消耗品費 都��3#c��8�3C�����

雑役務彙 �61，400 

保検料 �6，382 12．760 

大会賞品費 �3��3�#��

支払手数料 ���CcC��

雑費 �153 

事業費合計 塔���3c3��1，519，475 

3．固定資産の増減内容　　　　　固定資産の増減は恵し。固定資産は無い。

4．TKY基金の増減内 况X����%�肩�h苓�｢�

機首残高 弍ｩ(h,ﾉ�ﾘ�����ｯｩ(h,ﾈﾋ��ｯｩih�8ﾘ"�
1428，059 ��ﾉgｹ�Hﾕ�*�.xｯ�WH��X�3�������������433，059 

5．借入金の増減内訳
（単位：円）

1．000．000

当期借入
当期返済 1，000，000 令和2年5月14日に500，㈹円、8月28別こ500，000円

の2図に分けて完済した。

以上


