
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　児島久雄様

2022（R4）年4月2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、認定特定非営利活動法

人ローンボウルズ日本の2021年度（2021年4月1日から2022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・貸借対照表こ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2021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、認定特定非営利活動法

人ローンボウルズ日本の2022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



了蒙：′夏帝L

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3（2021）年度　貸借対照表
令和4く2022）年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

王資産の部 1．流動資産 現金 唐�2，861，373 �(�3ツ��33s2�

普通預金 �(�3ツ��33s2�����

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 

0 0 0 

0 

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 

0 0 

0 

0 ���

3，458，464 

2，861，373 

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 凵|597．091 

2，861，373 



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3（2021）年度　財産目録
令和4く2022）年3月31日現在

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

Ⅰ資産の部 唐�2，861，373 �(�3ツ��33s2�

1．流動資産 

現金 

普通預金（郵貯銀行） �(�3sc(�3Csr�

普通預金（三井住友銀行） ���
普通預金（日新信用金庫） 涛��3ンb�
未収金 ���

0 

流動資産合計 

0 

2．固定資産 

有形固定資産計 

0 

固定資産合計 

0 

資産合計 

0 

正．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 

2，881，373 正味財産 



一√　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3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

（単位：円）
科　目 仞���ｧ｢�

Ⅰ収益 1．経常収益 1）受取会費 　正会員受取会費 ���H�8x｢�111，000 �(�CC3��3����2，438，131 

普通会員受取会費 度�3��������

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●ウルスす普及事業収益 受講料 
705，641 都�X�3cC��

134，7（氾 ��3H�3sc��

71．580 塔X�3s���

雑収益 6）津がい者LB普及事業収益 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●普及事業費用 支払い助成金 ��H�3#���

1，401，000 ���3C���C����

30 �3��30 

161，000 �3S��33Sb�350，356 �8�3�3X�3##"�

印刷製本薫く1） �#��3Sc��

会議費（1） �8�3#���

会場費（1） 店�3c���

日当（1） �3��3����

諸謝金（1） �38�3����

旅黄交通費（1） 鉄8�3ツ��

消耗品妻（1） �3H�3x�2�

通信運搬費（1） �8�3#澱�

支払手数料（1） ���3塔��

借換料（1） 2）陣がい者選手強化事業費用 　日当（4） �(�3����

107，839 �(�3#s��C3C��2，278．341 

諸謝金（4）、 �3S(�3�迭�

旅費交通費（4） ���3C�(�3�唐�

会場費（4） ���(�3#���

スポーツ用具真西） ��#��CsCB�

雑役務費（4） 田X�33���

支払い手数料（4） 3）管理費 　諸会費 ����3ツR�

283β9＄ 鼎�h�CS#R�408．525 

租税公課 �#h�3ccb�

ボランティア謝金 田��3����

通信運搬費（3） �8�3����

消耗品糞（3） ���3Sィ�

支払手数料（3） 嶋�3#���

ウェブサ■什維持管理料 2．経常外費用 善用合計 当期正味財産増減額 鼎(�3ャ��
0 ���0 

－597，091 

前期繰越正味財産額 劔3，458，464 

次期繰越正確財産額 劔乙8朗，373 



●　1l

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3（2021）年度活動計井霊の内訳説明
令和3（202り年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

（皇位：円） 
＝ 仞���yR�内訳の盈朗 

Ⅰ収益 1）受取会費 ��l 

104，∝氾 4，（伽 3，㈱ 0 鳴�団体正会員受取会費 団体普通会長受取会費 個人普通会員受取会費 賛助会員受取会費 2）受取寄付金 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 雑収益 受講料 大会参加料（1） ち）j辞がい春l．8普及手業収益 凵礼a5（氾円（＊）xl6クラブ＝104．∝氾円　　（＊）新形ユnナウイルス感染亀下での特別撞置として既定の半 
クリオ　4．㈱円（＊）　　　　　　　　　（＊）同上 

船引・林1．500円（＊）X2名　　　　　　（＊）同上 

1）小計 111．㈱ ��

2）小計 侘)�ﾈｯ�WHｾ����y]ﾈ怜�#3y�ﾈ��y?ｨ�ﾃ��苓���-ｸｺ�蜒)kﾂ�

TKY寄付金（国頭踵雄）4，586円 

U－25東西対抗戦開催日的寄付金（児島久雄）2叫∝氾円、（竹内義治）50，㈱円 
705，841 泌����ﾄ�S48*�.x,ﾈｯ�WHｾ�s��C都X冷�

3）小計 �?ｩgｸ8ﾈ4�8ｨ4x�ｸ5h8x98ｺh檍ｨ�:顋Y�ﾈｾ�����3���冷�

134．760 付ﾔs#�#�ｭi�ﾈﾊx��ﾗ8効醜橦�D���487�986x��ﾈｾ�3H�Csc�冷�

14，200 7！，500 0 �8ｸ�ｸ8ｸ7X6(4驅ｨ�3�H�C#��冷�

8J主催体験会受講料は㈱円．8J主催アンパイア資格堅漬封および受験料粥．5恥円 

4）小計 　85，7∝l ��

ち妙計 兩�侍ﾇｶﾈ�X�#�絢8ｵｩ|ﾘﾏﾈ�8馼ｼi^(�ｾ�ﾗX螽ｾ�6xｿ9�ｩJ迂�冷�
受取補助金（4） 6）受け取り銀行利息 収益合計 ���CC���C��譜�｢�R3年度JPC陣がい者LB鐘注力向上幸美補助金く薇豊払い）1．700．（伽円 

6）小計 　　劫 �+ｨｹiv�ｾ�#8苓����h�ｾ�v�ｾ�x冷�

2，阜38，131 ��

Ⅱ費用 1）ローンホ●ウルスー普及事業費用 支払い助成金 印舶本木費1） 会議費（1） 会場費（1） 日当（1） 諸謝金く1） ‾旅費交通費（1） 消耗品柔く1） 通借運搬費（1） 借料、損料（1） 支払い手数料（1） 2）陣がい看農事競技力向上事業費用 日当（4） 諸謝金（4） 旅費交通費（4） 会場費（4） スポーツ用具費（4） 雑役寮費（4） 支払い手数料（4） 3〉管理費 諸会費 租税公課 ボランティア謝金 通信運搬費（3） 消耗品費（3） 支為手数（3） ウェブサイト維持管理料 費用合計 ��c�ｷ"�ｺ��8�3(�僣��X�3��从ﾂ�3��3�uﾙL2�38�7E�4��S8�3ツ��3H�3sc��8�3#澱�(�3������｣塔�� 

関東LB協会運営支援金25，㈱円、東京レク協年会費5朋円） 
関西l月協会運営支援金25，㈱円、兵鹿県レク協会年会費31，∝粕円 
明石市LB協会運営支援金75，㈱円 
広報リーフレット淵景（9月）i130円、広錮レじ′フレット淵t（1月）15．唖円 

会議室借用斜3，200円 

アンパイア資格認定講習会・試験会会場使用料5，㈱円 
アンパイア資格設定濾習会・試鯨会濃度月当17．∝旧円、ボウルズ妹験教室スタッフ日当14．㈱円 
野口弁護士33．弼円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

闇東地区アンパイア資格認定講習会・試験会講師新幹線代金53．880円　　　　　　　　　　l 

WMGl年前イベント・スタッフジャンパー購入費34，760円　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

リーフレットりペンフレット郵送費2，540円、領収証郵送署756円 

資料コピー費用　2，1（MR 

銀扇儒財込み手並料 
1）小計 　350．356 ��

柑7，839 352，柑5 1，492，198 11乙200 129，744 85，300 18．865 俛�>�ﾘx��偃ラ9b�

国内合宿サポートスタッフ謝金 

園内合宿参加交通費、宿泊手 
国内合宿会場使用料 
国内合宿新型コロナウイルス感染対策消毒液など購入費125，707円、飲料水凛入費4．037円 
メディカルチェック診断暮入手費用 
銀行振り込み手数料 

2）小計 　2．278．341 ��

283，996 26，餌6 60，000 3，119 1．584 草屋■ 42．880 ��

日本レクリエーション協会負担金50．000円 
日本陣がい者スポーツ協会加盟分担金1（札0（氾円 
アンチドーピング協会負担金100，000円 
ワールド泰●ウルス●年会費13．996円 

印紙代1．200円、明石税務署へ源泉所得穏納付25．4構円 

事務最長、会計2．500円／月×12か月×2名 
会長証郵送費用など3．119円 
会長証用用紙購入費1．584円 
農込み手謝 
サーバーレンタル費用5．568円、ドメイン使用料4．312円、バージョンアップ調査・改♯費用33．（氾Of 

3）小計 　硯．525 ��

3．035，222 ��

収支差（収益一費用） ��ﾃS度�3���� 



●　1l

法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

計算霊類の注記　　　　　　　　令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

1．重要な会計方針

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（281り年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つ

て2）消費我等の会計処理
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ｸ4X8ｸ5��陣がい者選手 

普及振興事業 仄ﾘ嶌馼ｼb�

（1）人件責 日当 （2）その他軽費 支払助成金 �3��3�����c��3����107，839 352，195 112，200 

諸謝金 �38�8x｢�

会議費 �8�C#���

会場費 �+�"�

旅費交通費 鉄8�Cツ��1，492，198 129．744 65，300 

借料・損料 スポーツ用具費 印刷製本費 �(�3����#��3Sc��

通信運搬費 �8�3#澱�

消耗品費 雑役務責 �3H�3ylr���3塔��

支払手数料 �18，865 

事業費合計 �3S��33Sb�2．278．341 

3．固定資産の増減内容　　　　　　固定資産の増減は無し。固定資産は無い。

基金の増減内容　く単位：円） 
1機首残高t　　　　期中の増　　　l期中の減‡期末残高 

1433．05引　川本真浩から寄付4，5礪1　　　0霊　437．62封 

大会基金の増減内容　（単位：円） 
暮機首残高 弍ｩ(h,ﾉ�ﾘ�������ｯｩ(h,ﾉlR�弍ｩih�8ﾘ"�

1。 倬�8xｷi��*�.xｯ�WC#���C����'ﾉ>�ｶ���*�.xｯ�WCS��3����0 �#S��3����

6．借入金の増減内訳
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法人名：認定特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

事務所内在庫品リスト　　　令和3（2021）年4月日日から令和束加22）年3月31日まで

（1）国粋ルールブック第3班（日本語版）
販売単価　500円／1冊

旧版との交換の場合は200円／1冊
2021年3月31日段階の在庫は175冊

年度中の薇売実績 
内容 ��I|ｨ*ﾘｬ(�｢�単優（円） 僣H�8ｾ�ｧｨ����｢�在籍残（冊） 
薪親衛責 �#(�B�ち00 ���ｮhｺﾒ�1ち3 
二旧版との交換 ��b�200 �8�C(蛯�137 

一無償提供 ��2�q ���124 

合計 鉄�� ��H�3#��� 

2022年3月31日段階の在庫は124冊

（2）BJピンバッジ

販売単価　200円／1個
2021年3月318段階の在庫は17鰯

2021年度中の販売実績0
2022年3月31日段階の在庫は17個

（3）BJ名前入りボールペン

販売単価　200円／1本
2021年3月31日段階の在庫は325本

2021年度中の販売実績0
2022年3月31日段港の在庫は325本

（4）18の8Jピンバッジ（田帯淳子様から引き継ぎ品）
販売単価　250円／1億

2021年3月31日段潜の在庫は29債
2021年度中の販売美穂　0

2022年3月31日段階の在庫は29億

纏〉　8J名前入りボウみ拭きタオルく日舞淳子様から引き継ぎ晶）
薇毒単価　250円／1枚

2021年3月31日段階の在庫は70枚
2021年度中の販売実績0

2022年3月31日段階の在庫は70枚

＜注＞（2）、（3）、（4）、（5）は海外選手権大会等に出場する8本代表選手のプレゼント交換鍔として
1人あたりき，抑円　有当分を無窟支給するもめぐ遵虹を希望する場合は上髭単価で有痩顧養）

であるが、2020年度、2021年度は海外大会が開催されなかったため、在庫減が無かった。

（6）アンパイアーキット（DrakesPr油層）

2022年3月31董ヨ按者の在庫は2セット（森会長が管理）

（7）競技大会用電動タイマー（Mdbn製）
2022年3月31日授階の在庫は2セット

1セットは森会長が管理
1セットは兜島理事長が管理


