
 

 

 

 

 

 

 

 

 

決 算 報 告 書 

（第 ７ 期） 

自 平成 31 年 4 月 1 日 

至 令和 2 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

一般財団法人大阪府バスケットボール協会 



法人名：一般財団法人大阪府バスケットボール協会
事業名：事業全体 （単位；円）
科目 当年度
Ⅰ　資産の部
　流動資産
　　　現金預金 51,288,965
　　　未収金 3,824,888
　　　仮払金 627,378
　　流動資産合計 55,741,231
　固定資産
　　その他固定資産
　　　敷金 3,820,300
　　　保証金 30,000
　　その他固定資産合計 3,850,300
　　固定資産合計 3,850,300
　　資産合計 59,591,531

Ⅱ　負債の部
　流動負債
　　　未払金 2,144,593
　　　未払法人税等 50,000
　　　預り金 35,657
　　　仮受金 7,042,763
　　流動負債合計 9,273,013
　　負債合計 9,273,013

Ⅲ　正味財産の部
　一般正味財産 50,318,518
　　正味財産合計 50,318,518
　　負債及び正味財産合計 59,591,531

貸借対照表
令和２年３月３１日現在（決算）
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法人名：一般財団法人大阪府バスケットボール協会
事業名：事業全体 （単位；円）
科目 当年度
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　　経常増減の部
　　　経常収益
　　　　受取登録料 26,984,200
　　　　大会事業収益 34,617,841
　　　　普及事業収益 11,043,400
　　　　受取補助金収入 19,438,420
　　　　雑収益 2,917,239
　　　　　経常収益計 95,001,100
　　経常費用
　　　事業費
      　　関西専門学校連活動補助金 250,432
　　　　　U12部会活動補助金 20,000
　　　　　大阪３ｘ３連盟活動補助金 40,000
　　　　　U15部会活動補助金 30,000
　　　　　U18部会活動補助金 70,000
　　　　　学生部会活動補助金 50,000
　　　　　社会人連盟活動補助金 80,000
　　　　連盟活動補助金 540,432
　　　　　支払近畿バスケットボール協会分担金 920,932
　　　　支払分担金 920,932
　　　　　大阪府民大会事業費 547,158
　　　　　大阪総合大会事業費 288,327
　　　　　大阪シニア大会事業費 93,503
　　　　　ドリームカップ事業費 2,160,650
　　　　　カーニバル事業費 402,778
　　　　　ミニ国体事業費 2,583,559
　　　　　Wリーグ事業費 2,890,608
　　　　　マスターズ大会事業費 298,282
　　　　　大阪エヴェッサ事業費 1,359,161
　　　　　本国体事業費　　　　 4,298,704
　　　　　３ｘ３日本選手権大会 499,554
　　　　　社会人連盟リーグ戦 8,479,209
　　　　　大阪招待高校大会 1,583,770
　　　　　大阪チャレンジカップ 707,926
　　　　　大阪学生選手権大会 419,388
　　　　　WC予選 3,323,349
　　　　　ブロック大会 562,870
　　　　　オールスター大会 13,600
　　　　　OBA３ｘ３League 33,080
　　　　　２次ラウンド 2,568,432
　　　　　大阪大会 3,466,151
　　　　　交流大会 118,280
　　　　　大阪高校総合体育大会 159,000
　　　　　中日本エリア大会 1,033,768
　　　　　U15選手権大会 219,024
　　　　　ジュニアチャレンジ 65,805
　　　　大会事業費 38,175,936

正味財産増減計算書
令和２年３月３１日（決算）まで
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　　　　　指導者養成委員会 1,938,552
　　　　　審判委員会 2,392,009
　　　　　医科学委員会 1,412,153
　　　　　普及委員会（国体少年女子） 216
　　　　　普及委員会（国体成年女子） 752
　　　　　普及委員会（国体少年男子） 242,097
　　　　　普及委員会（国体成年男子） 310,326
　　　　　競技委員会 80,991
　　　　　ドリームカップ 179,059
　　　　　ユース育成委員会 5,059,542
　　　　　トップアスリート育成委員会 4,332,603
　　　　　３ｘ３連盟 505,620
　　　　　社会人連盟 751,414
　　　　　学生部会 108
　　　　　U12部会 227,553
　　　　　U15部会 439,848
　　　　　U18部会 1,208,675
　　　　普及事業費 19,081,518
　　　　　事業費計 58,718,818
　　　管理費
　　　　給料手当 7,111,000
　　　　雑給 2,899,910
　　　　法定福利費 1,168,844
　　　　旅費交通費 2,246,881
　　　　通信運搬費 451,371
　　　　備品消耗品費 28,280
　　　　事務用消耗品費 540,468
　　　　水道高熱費 274,670
　　　　負担金 70,000
　　　　賃借料 5,849,605
　　　　諸謝金 133,645
　　　　租税公課 16,300
　　　　情報処理関係費 87,580
　　　　支払手数料 24,186
　　　　委託費 1,146,000
　　　　D-fund返還費 6,384,000
　　　　雑費 1,095,653
　　　　　管理費計 29,528,393
　　　　経常費用計 88,247,211
　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 6,753,889
　　　　　評価損益等計 0
　　　　　当期経常増減等 6,753,889
　　経常外増減の部
　　　　経常外収益計 0
　　経常外費用
　　　　経常外費用計 0
　　　　　当期経常外増減額 0
　　　　　税引前当期一般正味財産増減額 6,753,889
　　　　　法人税、住民税及び事業税 50,000
　　　　　当期一般正味財産増減額 6,703,889
　　　　　一般正味財産期首残高 43,614,629
　　　　　一般正味財産期末残高 50,318,518

Ⅱ　正味財産期末残高 50,318,518
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一般財団法人大阪府バスケットボール協会 (単位：円)

当年度

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー

　　税引前当期一般正味財産増減額 6,753,889

　　キャッシュ・フローへの調整額

　　　未収入金の増減額 1,973,156

　　　仮払金の増減額 -419,622

　　　その他流動資産の増減額

　　　未払金の増減額 213,917

　　　未払法人税等の増減額 0

　　　預り金の増減額 -44,899

　　　仮受金の増減額 2,990,197

11,466,638

　　法人税等の支払額 -50,000

　事業活動によるキャッシュ・フロー 11,416,638

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動収入

　　投資活動収入計 0

投資活動支出

　　　敷金支出 0

　　　保証金支出 0

　　　　　投資活動による支出 0

　投資活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動収入

　財務活動収入計 0

財務活動支出

　　財務活動支出計 0

　財務活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 11,416,638

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 39,872,327

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 51,288,965

平成３1年４月１日から令和２年３月３１日（決算）まで

小計

キャッシュ・フロー計算書
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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
該当事項はない。

２．　　重要な会計方針
　　（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　　貯蔵品：最終仕入原価法による。
　　（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　①　有形固定資産
　　定額法による。
②　無形固定資産
　　定額法による。

（３）消費税の会計処理
税込方式による。

３．　　担保に供している資産
該当事項はない。

４．　　固定資産の取得価額、減価償却累計額
該当事項はない。

５．　　保証債務等の偶発債務
該当事項はない。

６．　　満期保有目的の債権の内訳及び帳簿価格、時価及び評価損益
該当事項はない。

７．　　補助金の内訳並びに交付者、当期の補助金額
交付者 金額（円） うち未収入金
大阪市（競技力向上事業補助金） 2,040,000 2,040,000
独立行政法人日本スポーツ振興センター
（スポーツ振興事業補助金）

1,250,000 1,250,000

８．　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項はない。

９．　　関連当事者との取引内容
該当事項はない。

10．　　重要な後発事象
該当事項はない。

11．　　退職給付関係
該当事項はない。

12．　　キャッシュ・フロー計算書注記
（１）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金及び現金同等物である。
（２）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科目の金額との関係は次のとおりである。 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

現金預金勘定 51,288,965
現金及び現金同等物 51,288,965
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附属明細書

該当事項はない。

- 6 -



(単位　：　円）

貸借対照表項目

（流動資産）

　現金 手元保管 運転資金 4,121,874

　預金 普通預金 三菱UFJ銀行谷町支店 45,888,616

　預金 普通預金 大阪信用金庫南森町支店 1,278,475

  未収入金 補助金 大阪府教育委員会 231,000

  未収入金 補助金 大阪市 2,040,000

  未収入金 賛助金他 大阪エヴェッサ 1,553,888

　仮払金 交通費他 627,378

55,741,231

(固定資産）

 　敷金 京阪建物(株) 事務所 3,820,300

　保証金 京阪建物(株) 私書箱 30,000

3,850,300

59,591,531

(流動負債）

　未払金 大会事業費用 U12部会他 998,581

　未払金 普及事業費用 指導者養成委員会他 465,132

　未払金 管理費 人件費 680,880

　未払法人税等 大阪市税事務所 市民税 50,000

　預り金 東税務署 源泉所得税 35,657

  仮受金 第一生命保険他 大阪府民体育大会参加費 195,000

  仮受金 U-18部会他 広告協賛金他 463,763

  仮受金 日本バスケ協会 D-fund返済予定 6,384,000

9,273,013

9,273,013

財　産　目　録

令和2年3月31日

　　負債合計

　流動資産計

　固定資産計

　　資産合計

　流動負債計
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