
公益社団法人　日本ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ･ﾘｭｰｼﾞｭ･ｽｹﾙﾄﾝ連盟 （単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　　　　　現金預金 35,855,714 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　未収会費 900,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　未収入金 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　流動資産合計 36,755,714 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　２．固定資産

　　(2)　特定資産

　　　　　　スケルトン引当預金 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　特定資産合計 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　(3)　その他固定資産

　　　　　　什器備品 402,597 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　減価償却累計額 △ 80,503 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　保証金 2,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　その他固定資産合計 324,094 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　固定資産合計 324,094 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　資産合計 37,079,808 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　　　　　未払金 159,823 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　未払費用 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　前受金 200,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　前受会費 10,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　　　預り金 190,775 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　流動負債合計 560,598 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　負債合計 560,598 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　　　　指定正味財産合計

　２．一般正味財産 36,519,210 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　正味財産合計 36,519,210 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

　　　　負債及び正味財産合計 37,079,808 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　-

貸借対照表

平成28年5月31日現在
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公益社団法人　日本ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ･ﾘｭｰｼﾞｭ･ｽｹﾙﾄﾝ連盟 （単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1)　経常収益

　　　　　受取会費 (4,830,000) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　正会員受取年会費 900,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　加盟団体受取年会費 1,500,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　賛助会員受取年会費 30,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　役員受取年会費 2,400,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　受取登録料 (96,000) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　受取選手登録料 50,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　受取審判員登録料 46,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　受取強化スタッフ登録料 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　受取補助金等 (36,418,444) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　受取補助金 12,098,673 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　受取事業助成金 24,319,771 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　受取委託金 (4,067,700) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　受取委託金 4,067,700 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　受取負担金 (3,306,880) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　受取参加者負担金 2,739,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　受取大会参加料 567,880 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　受取NTC負担金 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　受取寄付金 (30,223,734) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　受取一般賛助金 30,223,734 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　受取免税寄附金 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　雑収益 (10,797) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　受取利息 1,814 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　雑収益 8,983 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　経常収益計 78,953,555 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　(2)　経常費用

　　　　　事業費 (48,400,778) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　旅費交通費 23,650,968 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　通信運搬費 692,004 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　消耗什器備品費 75,168 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　消耗品費 57,343 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　修繕費 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　印刷製本費 414,720 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　賃借料 7,114,733 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　保険料 1,031,459 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　諸謝金 6,213,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　委託金 4,354,400 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　雑費 4,796,983 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

正味財産増減計算書

平成27年9月29日から平成28年5月31日まで
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　　　　　管理費 (10,425,038) 　　　　　　　　　- （ 　　　　　　　　　-）

　　　　　　　役員報酬 1,960,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　給料手当 3,680,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　法定福利費 279,483 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　福利厚生費 28,638 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　旅費交通費 1,505,471 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　通信運搬費 239,280 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　減価償却費 53,671 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　消耗什器備品費 34,329 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　消耗品費 241,923 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　印刷製本費 112,752 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　賃借料 900,780 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　諸謝金 327,000 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　租税公課 37,750 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　会費 557,440 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　支払手数料 77,628 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　支払利息 119,692 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　雑費 269,201 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　経常費用計 58,825,816 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 20,127,739 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　評価損益等計

　　　　　　　当期経常増減額 20,127,739 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　２．経常外増減の部

　　(1)　経常外収益

　　　　　固定資産売却益 355,966 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　什器備品売却益 355,966 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　固定資産受贈益 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　什器備品受贈益

　　　　　経常外収益計 355,966 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　(2)　経常外費用

　　　　　経常外費用計

　　　　　　　当期経常外増減額 355,966 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　当期一般正味財産増減額 20,483,705 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　一般正味財産増期首残高 16,035,505 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　一般正味財産増期末残高 36,519,210 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　　　　当期指定正味財産増減額 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　指定正味財産増期首残高 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

　　　　　　　指定正味財産増期末残高 0 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-

Ⅲ　正味財産期末残高 36,519,210 　　　　　　　　　- 　　　　　　　　　-
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財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 

 

１．継続事業の前提に関する注記 

  該当事項ありません。 

 

２．重要な会計方針 

 (1) 固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産・・・・定額法 

 (2) 引当金の計上基準 

   退職給付引当金、賞与引当金等は計上しておりません。 

 (3) 消費税等の会計処理 

   税込方式によっております。 

 

３．会計方針の変更 

  該当事項ありません。 

 

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

                                 （単位：円） 

科   目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

特定資産 

  ｽｹﾙﾄﾝ引当預金 

 

5,000 

 

0 

 

5,000 

 

0 

  合   計 5,000 0 5,000 0 

 

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

  該当事項ありません。 

 

６．担保に供している資産 

  該当事項ありません。 

 

７．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 

   名称 期首取得

価格 

増加額 減少額 期末取得

価格 

減価償却

累計額 

期末帳簿

価格 

減価償却

費 

什 器 

備 品 

光 電管 

ｼｽﾃﾑ 

そり他 

 

 

83 

402,516  

 

2 

402,516 

 

81 

80,503 322,013 

 

81 

80,503 
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８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 

                                   （単位：円） 

科 目 債権金額 貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高 

未収会費 900,000  900,000 

合 計 900,000  900,000 

 

９．補償債務等の偶発債務 

  該当事項ありません。 

 

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 

   該当事項有りません 

 

１１．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

                                  （単位：円） 

補助金等の

名称 

交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上

の記載区分 

補助金 

強化交付金 

Jr.カップ 

助成金 

強化事業 

強化事業 

強化事業 

 

JOC 

JOC 

 

JOC 

振興基金 

振興くじ 

 

0 

200,000 

 

0 

0 

0 

 

9,187,000 

200,000 

 

20,777,771 

1,744,000 

1,798,000 

 

9,187,000 

200,000 

 

20,777,771 

1,744,000 

1,798,000 

 

0 

200,000 

 

0 

0 

0 

 

 

前受金 

 

 

 

 

合 計  200,000 33,706,771 33,706,771 200,000  

 

１２．基金及び代替基金の増減額及び残高 

   該当事項ありません。 

 

１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 

   該当事項ありません。 

 

１４．関連当事者との取引 

   該当事項ありません。 

 

１５．重要な後発事象 

   該当事項ありません。 
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１６．その他 

   該当事項ありません。 
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財 産 目 録 

平成 28 年 5 月 31 日現在 

 

公益社団法人 日本ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ･ﾘｭｰｼﾞｭ･ｽｹﾙﾄﾝ連盟              （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 

預金 

 

未収会費 

 

 

 

普通預金 

八十二銀行本店 

北海道ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ･ 

ｽｹﾙﾄﾝ連盟 

宮城県連盟 

 

運転資金・事業資金 

 

正会員・理事  年会費 

 

加盟団体 年会費 

30,000 

35,825,714 

 

600,000 

 

300,000 

 

流動資産合計   36,755,714 

(固定資産)     

その他 

固定資産 

什器備品 

保証金 

長野市ｽﾊﾟｲﾗﾙ 

損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

光電管システム 他 

渡航・国内保険包括契約 

322,094 

2,000 

その他固定資産計   324,094 

固定資産合計  324,094 

 資産合計 37,079,808 

(流動負債)     

 未払金   159,823 

  東芝テック㈱ 

八十二銀行 

八十二銀行 

ヤマト運輸 

中村節子 

北海道ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ 

ｽｹﾙﾄﾝ連盟 

5 月コピー料 

5 月振込手数料 

5 月ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ 

宅急便 

５月通訳他報酬 

普及事業費 

5,033 

4,320 

3,240 

1,230 

46,000 

100,000 

 

 前受金 ＪＯＣ ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ補助金 200,000 

 前受会費 北海道ﾎﾞﾌﾞｽﾚｰ・ 

  ｽｹﾙﾄﾝ連盟 

平成 28 年度選手登録料 10,000 

 預り金   190,775 

 源泉税預り金 

社保預り金 

雇保預り金 

 

 

 

 

 

 

162,616 

26,359 

1,800 

流動負債合計  560,598 

 負債合計 560,598 

 正味財産 36,519,210 
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