
決算報告書

自：平成28年4月　1日

至：平成29年3月31日

一般財団法人　神奈川陸上競技協会

財務委員会
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監査報告書

一般財団法人神奈川陸上競技協会定款第12条に基づき、平成28年4月1白から

平成29年3月31日までの資産及び会計並び業務執行の状況を監査するため、平成29年

4月29日関係書類を閲覧し監査した結実、記帳状況、財産の管理状況は正確であることを

認めます。

以上、報告します。

平成29年4月29日

会計監査

鍋蓋額ノ育、ヌ


