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法　人　名：一般社団法人　日本デフバレーボール協会

貸借対照表

平成23年11月　30日　現在 （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 �　岳 7，693，824 �0 0 �7，693，824 

前払費用 流動資産合計 2．固定資産 （1）基本財産 基本財産合計 （2）特定資産 特定資産合計 （3）その他固定資産】 その他固定資産合計【 固定資産合計l 資産合計 Ⅱ負債の部　と 1．流動負債 未払法人税等 �628，1201 ��628、120 

8．321、944 �0 �8、321、944 

0 �0， �0 
1 � 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

8，321，944 �0 �8，321、944 

113，600 �0 �113，600 

預り金 �16，200 �0 0 �16，200 

仮受金 流動負債合計 2．固定負債 固定負債合計 負債合計 Ⅲ正味財産の部 1．基金 2．指定正味財産 3．一般正味財産 （1）代替基金 �10，000 ��10、000 

139．800 �0 �139、800 

0 �0 �0 

139、800 �0 �139，800 

0 �0 0 �0 

（2）その他一般正味財産 一般正味財産合計 正味財産合計 負債及び正味財産合計 �8，182、144 ��8，182．144 

8．182，144 �0 �8，182，144 

8，182，144 �0 �8．182、144 

8．321．944 �0 �8，321．944 



法　人　名：一般社団法人　日本デフバレーボール協会

貸借対照表内訳表

平成23年11月　30日　現在 （単位：円）

科　　　　目 �非収益事業会計 �収益事業会計 �法人会計 �内部取引 消去 

l Ⅰ資産の部 1．流動資産 　現金預金 �7，524，205 �169，619 　0 �0 0 �0 0 

前払費用 流動資産合計 2・（1芦夏雲芸産】 基本財産合計j （2）特定資産巨 特定資産合計岳 （3）その他固定資産】 その他固定資産合計l 固定資産合計l 資産合計l l Ⅲ負債の部 1．流動負債 未払法人税等 �628，120． 
8，152，325 �169、619 �0 �0 

l 0 �0 �0 �0 

】 】 � � � 

0 �0 �0 �0 

0 �0 �0 �0 

0． �0 �0 �0 

8．152、325 �169、619 �0 �0 

0 �113，600 �0 �0 

預り金 �16，200 �0 0 �0 0 �0 0 

仮受金 流動負債合計 2．固定負債 固定負債合計 負債合計 皿正味財産の部 1．基金 2．指定正味財産 3．－般正味財産 （1）代替基金 �10、000 
26，200 �113，600 �0 �0 

0 �0 �0 �0 

26．200 �113．600 �0 �0 

l � 

0 �0 �l 　　0 　　0 �0 0 

（2）その他一般正味財産 一般正味財産合計 正味財産合計 負債及び正味財産合計 �8，126，125 �56，019 

8．126，125 �56、019 �0 �0 

8，126，125 �56，019 �0 �0 

8．152，325 �169．619 �0 �0 



科　　　　目 �合　　計 � � � 

Ⅰ資産の部 1．流動資産 　現金預金 �7，693，824 � � � 

前払費用 流動資産合計【 2．固定資産【 （1）基本財産l 基本財産合計 （2）特定資産 特定資産合計 （3）その他固定資産 その他固定資産合計】 固定資産合計t 資産合計l Ⅱ1．負漂芸芸債i 未払法人税等 �628，120 
8．321、944】 � � � 

0． � � � 

0 � � � 

0 � � � 

0 � � � 

8．321、944 � � � 

113，600 � � � 

預り金 �16，200 

仮受金 流動負債合計 2．固定負債 固定負債合計 負債合計 Ⅲ正味財産の部 1．基金 2．指定正味財産 3．一般正味財産 （1）代替基金 �10，000 
139，800 � � � 

0 � � � 

139、800 � � � 

0 �l � � 

（2）その他一般正味財産 一般正味財産合計 正味財産合計 負債及び正味財産合計 �8，182、144 

8．182，144 � � � 

8．182，144 � � � 

8，321，944 � � � 

l � �l l � 



法　人　名：一般社団法人　日本デフバレーボール協会

正味財産増減計算書

平成22年12月　1日　から平成23年11月　30日　まで （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 受取会費 事業収益 事業収益 受取補助金等 受取民間補助金 �6，008，080 �0 �6，008，080 

7，355，520． �0 �7，355，520 

171，630 �0 �171，630 

受取民間助成金 受取補助金等計 受取寄付金 受取寄付金 雑収益 受取利息 �14，400．000 �0 �14＿坐し旦担 

14．571．630 �0 �14．571，630 

85，000 �0 �85，000 

404 �0 0 �404 

雑収益 雑収益計 経常収益計 （2）経常費用 事業費 仕入高 �13、925 ��13．925 

14、329 �0 �14，329 

28．034、559 �0 �28．034，559 

385，220 �0 �385，220 

旅費交通費 �11，278，150 �0 �11，278，150 

通信運搬費 �125，728 �0 �125，728 

消耗品費 �2，069，714 �0 �2，069，714 

印刷製本費 �160，000 �0 �160，000 

光熱水料費 �35，000 �0 �35，000 

賃借料 �706，451 �0 �706，451 

保険料 �138，904 �0 �138，904 

諸謝金 �861，765 �0 �861，765 

委託費 �≒　　　　　　　　　375，197 �0 �375，197 

会議費 �259，475 �0 0 �259，475 

雑費 事業費計 管理費 会議費 �29．100 ��29．100 

16，424，704 �0 �16，424，704 

45，390 �0 �45，390 

交際費 �421，364 �0 �421，364 

旅費交通費 �953，117 �0 �953，117 

通信運搬費 �136，300 �0 �136，300 

消耗品費 �231，103 �0 �231，103 

賃借料 �12，600 �0 �12，600 

諸謝金 �26，750 �0 �26，750 

租税公課 �1，600 �0 �1，600 

委託費 �1，167，880 �0 �1，167，880 

諸会費 �300，000 �0 0 �300，000 

雑費 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 2．経常外増減の部 （1）経常外収益 経常外収益計 �18，007 ��18，007 
3，314，111 �0 �3，314、111 

19．738、815 �0 �19，738、815 

8．295，744 �0 �8．295，744 

8．295．744 �0 �8．295，744 

0 �0 �0 



科　　　　　　　　目 �当　年　度 �前　年　度 �増　　減 

（2）経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 � � � 
0 �0 �0 

0 �0 �0 

8，295，744 �0 0■ �8，295，744 

法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高】 l Ⅲ指定正味財産増減の部l 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高l 指定正味財産期末残高 Ⅲ基金増減の部 基金受入額 �113、600 ��113、600 
8，182．144 �0 �8，182、144 

0≡ �0 �0 

8，182，144 �0 �8，182．144 
r � � 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0・ 

0 0 �0 0 �0 0 

基金返還額 当期基金増減額 基金期首残高l 基金期末残高【 Ⅳ正味財産期末残高 
0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

8．182，144 �0 �8、182．144 

l 岳 � � 



：一般社団法人　日本デフバレーボール協会

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

（1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末 �当期末 

現金預金勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 �現金預金勘定　　　　　　　　　　　　　　　　7，693，824円 

預入期間が3ケ月を超える定期預金　　　　　　　　　　　円 �預入期間が3ケ月を超える定期預金　　　　　　　　　　　円 

公社債投資信託等振替額　　　　　　　　　　　　　　　　　円 �公社債投資信託等振替額　　　　　　　　　　　　　　　　円 

現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 �現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　　　7，693，824円 

法



法　人　名：一般社団法人　日本デフバレーボール協会

財　産　目　録

平成23年11月　30日　現在

（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 普通預金 前払費用 � � �1，769，668 5，924，156 628，120 

流動資産合計 �� ��8，321，944 

固定資産合計 �� ��0 

資産合計 ����8，321，944 

（流動負債） �未払法人税等 預り金 仮受金 � � �113，600 16，200 10，000 

流動負債合計 �� ��139，800 

固定負債合計 �� ��0 

負債合計 ����139，800 

正味財産 ����8，182，144 



一般社団法人　日本デフバレーボール協会

キャッシュ■フロー計算書

平成22年12月1日から平成23年11月30日まで
（単位：円）

科　　　　　　　目 �当年度 �前年度 �増　減 

Ⅰ事業活動によるキャッシュ・フロー 1．税引前当期一般正味財産増減額 2．キャッシュ・フローへの調整額 その他の流動資産・負債の増減額 小計 3，法人税等の支払額 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 1．投資活動収入 投資活動収入計 2．投資活動支出 投資活動支出計 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 1．財務活動収入 財務活動収入計 2．財務活動支出 財務活動支出計 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ現金及び現金同等物に係わる換算差額 Ⅴ現金及び現金同等物の増減額 Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 Ⅶ資金範囲の変更に伴う調整額 Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高 �8，295，744 �0 �8，295，744 

△601，920 �0 �△601，920 

7，693，824 �0 �7，693，824 

0 �0 �0 

7，693，824 �0 �7，693，824 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

7，693，824 �0 �7，693，824 

0 �0 �0 

0 �0 �0 

7，693，824 �0 �7，693，824 

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通 

項　　　目　　名 �前年度末 �当年度末 

貸借対照表上の「現金及び預金」　　　　　　（1） �0 �7，693，824 

資金に該当しない「預金」　　　　　　　　　　（2） �0 �0 

預入期間が3か月を超える定期預金　　　　　（3） �0 �0 

有価証券のうち、資金に加算した金額　　　　（4） �0 �0 

現金及び現金同等物　　　　　　　　　（卜2－3＋4） �0 �7，693，824 


