
(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部 　　

　１．事業活動収入　

　①　会費・入会金収入 88,691,000

　　   　会費・入会金収入 88,691,000

　②　事業収入 107,395,000

　      　登録料収入 33,451,000

　　    　等級認定料収入 7,833,000

　　    　競技会公認申請料収入 15,183,000

　　    　参加料収入 50,928,000

　③　助成金等収入 141,714,000

　　    　助成金等収入 141,714,000

　④　寄付金収入 3,942,000

　　    　寄付金収入 3,942,000

　⑤　雑収入 35,863,000

　　    　雑収入 35,863,000

　⑥　繰入金収入 6,000

　　    　繰入金収入 6,000

　　　事業活動収入計 377,611,000

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　①　特定資産取崩収入　　　　　 36,324,000

　　    　役員退職慰労金引当資産取崩収入 4,396,000

　　    　職員等退職給付引当資産取崩収入 1,737,000

　　    　馬術振興資金積立資産取崩収入 18,000,000

　　      　国際馬術競技力向上資金積立資産取崩収入 8,566,000

　      　緊急時対策・補填資金積立資産取崩収入 3,550,000

　　　　　 国際会議等開催準備資金積立資産取崩収入 0

　　　　　記念基金積立資産取崩収入 75,000

　　　　　設備改善資金積立資産取崩収入 0

　②　固定資産売却収入 0

　　    　固定資産売却収入 0

　③　固定資産返還収入 0

　　    　固定資産返還収入 0

　　　　投資活動収入計 36,324,000

Ⅲ財務活動収支の部

　１．財務活動収入

　①　借入金収入 0

　　    　借入金収入 0

　　　財務活動収入計 0

　　　収入合計 413,935,000

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

平成23年度収支予算表



科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 245,872,000

       　 主催大会開催費支出 58,789,000

        　公認競技会審判長派遣費支出 2,700,000

          国際競技会費支出 5,102,000

          選手力強化費支出 7,300,000

          優秀乗馬奨励費支出 1,096,000

          技術役員等養成費支出 2,056,000

          ドーピング防止対策費支出 137,000

        　事業推進本部等経費支出 63,560,000

        　国体関係費支出 4,500,000

       　 組成団体等助成費支出 70,441,000

　　   　 馬術振興費支出 18,000,000

　　   　 国際馬術競技力向上費支出 8,566,000

　　   　 緊急時対策・補填費支出 3,550,000

　　      記念基金支出 75,000

　②　管理費支出 147,504,000

　　   　 役員報酬支出 14,357,000

　　   　 職員等給与支出 76,051,000

　　   　 役員社会保険料支出 1,398,000

　　   　 職員等社会保険料支出 11,116,000

　　   　 福利厚生費支出 1,002,000

　　   　 役員退職慰労金給付支出 4,396,000

　　   　 職員等退職給付支出 1,737,000

　　   　 租税公課負担金支出 4,862,000

　　   　 管理事務費支出 32,585,000

　③　返納金支出 0

　　    　返納金支出 0

　④　繰入金支出 5,126,000

　　    　繰入金支出 5,126,000

　　　　事業活動支出計 398,502,000

　２．投資活動支出

　①　特定資産積立支出　　 44,108,000

　　    　役員退職慰労金引当資産積立支出 365,000

　　    　職員等退職給付引当資産積立支出 6,661,000

　　    　馬術振興資金積立資産支出 3,532,000

　　    　国際馬術競技力向上資金積立資産支出 12,000,000

　　    　緊急時対策・補填資金積立資産支出 3,550,000

　　　　　国際会議等開催準備資金積立資産支出 10,000,000

　　　　　記念基金資金積立資産支出 0

　　　　　設備改善資金積立資産支出 8,000,000

　②　固定資産取得支出 0

　　    　固定資産取得支出 0

　　　 投資活動支出計 44,108,000

　２、財務活動支出

　①　借入金返済支出 0

　　    　借入金返済支出 0

　　　財務活動支出計 0

Ⅳ　予備費支出 55,000

　①　予備費支出 55,000

　　　支出合計 442,665,000

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

　　　　当期収支差額 -28,730,000

　　（注）　１．借入限度額　　　　0  円

　　　　　　２．債務負担額　　　　0　円



(特別会計）

(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 1,000

　　　　　日体協助成金収入 1,000

　②　雑収入 1,000

　　　　　雑収入 1,000

　③　繰入金収入 0

　　　　　繰入金収入 0

　　　事業活動収入計 2,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 1,000

　　　　　日体協事業費支出 1,000

　②　繰入金支出 1,000

　　　　　繰入金支出 1,000

　　　　事業活動支出計 2,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

     

(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 11,269,000

　　　 　JOC委託金収入 11,269,000

　　　 　JOC事業負担金収入 0

　②　雑収入 1,000

　　    　雑収入 1,000

　③　繰入金収入 5,641,000

　　    　繰入金収入 5,641,000

　　　事業活動収入計 16,911,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 16,910,000

　　    　JOC事業費支出 16,910,000

　②　繰入金支出 1,000

　　    　繰入金支出 1,000

　　　　事業活動支出計 16,911,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（JOC委託金特別会計）

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（日本体育協会助成金特別会計）



(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 5,641,000

　　    　JOCｵﾘﾝﾋﾟｯｸｷｬﾍﾟｰﾝ交付金収入 5,641,000

　②　雑収入 1,000

　　    　雑収入 1,000

　③　繰入金収入 0

　　    　繰入金収入 0

　　　事業活動収入計 5,642,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 0

　　    　JOCｵﾘﾝﾋﾟｯｸｷｬﾍﾟｰﾝ事業費支出 0

　②　繰入金支出 5,642,000

　　    　繰入金支出 5,642,000

　　　　事業活動支出計 5,642,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 6,563,000

　　    　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金助成金収入 6,563,000

　　    　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業負担金収入 0

　②　雑収入 1,000

　　    　雑収入 1,000

　③　繰入金収入 3,285,000

　　    　繰入金収入 3,285,000

　　　事業活動収入計 9,849,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 9,848,000

　　    　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費支出 9,848,000

　②　繰入金支出 1,000

　　    　繰入金支出 1,000

　　　　事業活動支出計 9,849,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

（スポーツ振興基金特別会計）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（JOCオリンピックキャペーン特別会計）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで



(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 1,000

　　    　文部科学省委託金収入 1,000

　　    　文部科学省事業負担金収入 0

　②　雑収入 1,000

　        雑収入 1,000

　③　繰入金収入 0

　　      繰入金収入 0

　　　事業活動収入計 2,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 1,000

　　      文部科学省事業費支出 1,000

　②　繰入金支出 1,000

　　    　繰入金支出 1,000

　　　　事業活動支出計 2,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 11,275,000

　　    　ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ助成金収入 10,138,000

　　    　ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業負担金収入 1,137,000

　②　雑収入 1,000

　　    　雑収入 1,000

　③　繰入金収入 1,841,000

　　    　繰入金収入 1,841,000

　　　事業活動収入計 13,117,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 13,116,000

　　    　ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ事業費支出 13,116,000

　②　繰入金支出 1,000

　      　繰入金支出 1,000

　　　　事業活動支出計 13,117,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（スポーツ振興くじ助成金特別会計）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（文部科学省委託金特別会計）



（国際馬術基盤強化推進支援事業特別会計）
前年度（国際馬術競技力向上推進支援事業特別会計）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

(単位:円）

科　　　　　　　　　　　目 予　 算 　額 備　　　考

Ⅰ．事業活動収支の部

　１．事業活動収入　

　①　助成金等収入 31,000,000

　　    　国際馬術基盤強化推進支援事業助成金収入 31,000,000 直接対応

　②　雑収入 0

　      　雑収入 0

　③　繰入金収入 0

　　    　繰入金収入 0

　　　事業活動収入計 31,000,000

　２．事業活動支出

　①　事業費支出 31,000,000

　　   　国際馬術基盤強化推進支援事業費支出 31,000,000 直接対応

国際競技会の開催

19,000千円

輸送費補助

12,000千円

　②　繰入金支出 0

　　    　繰入金支出 0

　　　　事業活動支出計 31,000,000

　　　　事業活動収支差額 0

　　　　当期収支差額 0

　　　　前期繰越収支差額 0

　　　　次期繰越収支差額 0


