
［収　　入］
運営費交付金 26,999
施設整備費補助金 2,313
災害共済給付補助金 2,559
基金運用収入 608
国立競技場運営収入 2,300
国立スポーツ科学センター運営収入 311
ナショナルトレーニングセンター運営収入 495
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 58
スポーツ振興投票事業収入 107,609
共済掛金収入 16,874
スポーツ振興投票事業準備金戻入 18,142
受託事業収入 1,830
寄附金収入 55
営業外収入 5
利息収入 103
その他収入 9
積立金取崩額 466

計 180,738

［支　　出］
業務経費 69,552

うち、人件費 2,992
　　　国立競技場改築事業費 22,142
　　　国立競技場運営費 880
　　　国立スポーツ科学センター運営費 1,933
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 834
　　　国立登山研修所運営費 58
　　　スポーツ振興基金事業費 1,154
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 733
　　　スポーツ振興投票業務運営費 20,683
　　　スポーツ振興投票助成事業費 18,142

給付金 18,779
受託事業費 1,830
一般管理費 871

うち、人件費 469
　　　物件費 402

政府等出資金施設費 1,000
施設整備費 2,313
払戻返還金 53,500
国庫納付金 9,284
スポーツ振興投票事業準備金繰入 18,568
特定業務特別準備金繰入 5,350

計 181,048

［注記］
　　１　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされている場合には相殺している。
　　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
　　３　「施設整備費補助金」のうち、
　　　　　・平成25年度当初予算額（施設整備費補助金）　912百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額（施設整備費補助金）　1,401百万円
　　４　「寄附金収入」のうち、
　　　　　・平成25年度当初予算額　26百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　29百万円
　　５　運営費交付金には、平成25年度補正予算（第1号）により「好循環実現のための経済対策」（平成
　　　25年12月5日閣議決定）の「オリンピック・パラリンピック施設の整備等」のために措置された、国
　　　立霞ヶ丘競技場の改築に向けた対応に係る予算が含まれている。

1

(単位 : 百万円)
金　　　　　　額

平成２５年度予算(総計)

区　　　　　　　　分



［収　　入］
スポーツ振興投票事業収入 107,609
スポーツ振興投票事業準備金戻入 18,142
利息収入 83
積立金取崩額 466

計 126,300

［支　　出］
業務経費 39,261

うち、人件費 436
　　　スポーツ振興投票業務運営費 20,683
　　　スポーツ振興投票助成事業費 18,142

一般管理費 47
払戻返還金 53,500
国庫納付金 9,284
特定業務勘定へ繰入 5,350
スポーツ振興投票事業準備金繰入 18,568

計 126,010

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

2
平成２５年度予算(投票勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



［収　　入］
災害共済給付補助金 2,559
共済掛金収入 16,450
免責特約勘定より受入 282
利息収入 4

計 19,295

［支　　出］
給付金 18,779
一般勘定繰入金 237

計 19,017

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

3
平成２５年度予算(災害共済給付勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



［収　　入］
共済掛金収入 424
利息収入 6

計 429

［支　　出］
災害共済給付勘定へ繰入 282
一般勘定繰入金 25

計 307

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

4
平成２５年度予算(免責特約勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



［収　　入］
投票勘定より受入 5,350
運営費交付金 22,142

計 27,492

［支　　出］
業務経費 22,142

うち、国立競技場改築事業費 22,142
特定業務特別準備金繰入 5,350

計 27,492

［注記］
　　１　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
　　２　運営費交付金には、平成25年度補正予算（第1号）により「好循環実現のための経済対策」（平成
　　　25年12月5日閣議決定）の「オリンピック・パラリンピック施設の整備等」のために措置された、国
　　　立霞ヶ丘競技場の改築に向けた対応に係る予算が含まれている。
　　３　特定業務特別準備金は、平成26年度以降の業務経費に充てるため、業務の進行に応じて各年度に
　　　おいて必要となる金額を戻し入れて執行する。
　　４　特定業務勘定における他の科目及び金額は、資金負担についての国、東京都及び関係者間の合意
　　　が整い次第計上する。

5
平成２５年度予算(特定業務勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



［収　　入］
運営費交付金 4,857
施設整備費補助金 2,313
基金運用収入 608
国立競技場運営収入 2,300
国立スポーツ科学センター運営収入 311
ナショナルトレーニングセンター運営収入 495
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 58
受託事業収入 1,830
寄附金収入 55
営業外収入 5
災害共済給付勘定受入金 237
免責特約勘定受入金 25
利息収入 11
その他収入 9

計 13,116

［支　　出］
業務経費 8,149

うち、人件費（事業系） 2,556
　　　国立競技場運営費 880
　　　国立スポーツ科学センター運営費 1,933
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 834
　　　国立登山研修所運営費 58
　　　スポーツ振興基金事業費 1,154
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 733

受託事業費 1,830
一般管理費 824

うち、人件費（管理系） 469
　　　物件費 354

政府等出資金施設費 1,000
施設整備費 2,313

計 14,116

［注記］
　　１　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
　　２　「施設整備費補助金」のうち、
　　　　　・平成25年度当初予算額（施設整備費補助金）　912百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額（施設整備費補助金）　1,401百万円
　　３　「寄附金収入」のうち、
　　　　　・平成25年度当初予算額　26百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　29百万円

6
平成２５年度予算(一般勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 177,295
経常費用 153,377

業務経費 69,126
給付金 18,779
払戻返還金 53,500
受託事業費 1,830
国庫納付金 9,284
一般管理費 748
財務費用 110

臨時損失 23,918

収益の部 177,197
経常収益 159,055

運営費交付金収益 25,454
災害共済給付補助金収益 2,559
国立競技場運営収入 2,300
国立スポーツ科学センター運営収入 311
ナショナルトレーニングセンター運営収入 495
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 58
スポーツ振興投票事業収入 107,609
共済掛金収入 16,874
利息及び配当金収入 618
受託事業収入 1,830
寄附金収益 55
資産見返運営費交付金戻入 714
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 52
資産見返寄附金戻入 7
財務収益 103
雑益 14

臨時利益 18,142

純損失 97

積立金取崩額 466

総利益 369

［注記］
　　１　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされている場合には相殺している。
　　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

7
平成２５年度収支計画(総計)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 126,336
経常費用 107,768

業務経費 39,479
払戻返還金 53,500
国庫納付金 9,284
特定業務勘定へ繰入 5,350
一般管理費 46
財務費用 110

臨時損失 18,568

収益の部 125,833
経常収益 107,692

スポーツ振興投票事業収入 107,609
財務収益 83

臨時利益 18,142

純損失 503

積立金取崩額 466

総損失 36

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

8
平成２５年度収支計画(投票勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 19,017
経常費用 19,017

給付金 18,779
一般勘定繰入金 237

収益の部 19,295
経常収益 19,295

災害共済給付補助金収益 2,559
共済掛金収入 16,450
免責特約勘定より受入 282
財務収益 4

純利益 279

総利益 279

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

9
平成２５年度収支計画(災害共済給付勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 307
経常費用 307

災害共済給付勘定へ繰入 282
一般勘定繰入金 25

収益の部 429
経常収益 429

共済掛金収入 424
財務収益 6

純利益 122

総利益 122

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

10
平成２５年度収支計画(免責特約勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 26,192
経常費用 20,842

業務経費 20,842
臨時損失 5,350

収益の部 26,192
経常収益 26,192

運営費交付金収益 20,842
投票勘定より受入 5,350

純利益 0

総利益 0

［注記］
　　１　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
　　２　特定業務勘定における他の科目及び金額は、資金負担についての国、東京都及び関係者間の合意
　　　が整い次第計上する。

11
平成２５年度収支計画(特定業務勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 11,337
経常費用 11,337

業務経費 8,805
受託事業費 1,830
一般管理費 702
財務費用 0

収益の部 11,341
経常収益 11,341

運営費交付金収益 4,612
国立競技場運営収入 2,300
国立スポーツ科学センター運営収入 311
ナショナルトレーニングセンター運営収入 495
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 58
利息及び配当金収入 618
受託事業収入 1,830
災害共済給付勘定受入金収益 237
免責特約勘定受入金収益 25
寄附金収益 55
資産見返運営費交付金戻入 714
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 52
資産見返寄附金戻入 7
財務収益 11
雑益 14

純利益 4

総利益 4

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

12
平成２５年度収支計画(一般勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
(単位 : 百万円)



資金支出 359,988
業務活動による支出 148,821
投資活動による支出 193,121
財務活動による支出 573
次年度への繰越金 17,473

資金収入 359,988
業務活動による収入 159,500

運営費交付金収入 26,999
スポーツ振興投票事業収入 107,290
共済掛金収入 16,874
受託事業収入 1,830
国立競技場の運営による収入 2,300
国立スポーツ科学センターの運営による収入 311
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 495
国立登山研修所の運営による収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 58
基金業務における利息及び配当金収入 608
補助金等収入 2,559
寄附金収入 55
その他の収入 16
利息及び配当金の受取額 103

投資活動による収入 189,047
定期預金の払戻しによる収入 110,734
有価証券の償還による収入 76,000
施設費による収入 2,313

財務活動による収入 1
民間出えん金の受入による収入 1

前期中期目標期間よりの繰越金 11,440

［注記］
　　１　勘定間の繰入及び受入額については、相殺している。
　　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

13
平成２５年度資金計画(総計)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 271,323
業務活動による支出 98,882
投資活動による支出 156,428
財務活動による支出 563
次年度への繰越金 15,450

資金収入 271,323
業務活動による収入 107,374

スポーツ振興投票事業収入 107,290
その他の収入 2
利息及び配当金の受取額 83

投資活動による収入 154,000
定期預金の払戻しによる収入 78,000
有価証券の償還による収入 76,000

前期中期目標期間よりの繰越金 9,948

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

14
平成２５年度資金計画(投票勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 47,571
業務活動による支出 19,017
投資活動による支出 26,980
次年度への繰越金 1,574

資金収入 47,571
業務活動による収入 19,295

共済掛金収入 16,450
免責特約勘定より受入による収入 282
補助金等収入 2,559
利息及び配当金の受取額 4

投資活動による収入 26,980
定期預金の払戻しによる収入 26,980

前期中期目標期間よりの繰越金 1,295

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

15
平成２５年度資金計画(災害共済給付勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 5,432
業務活動による支出 307
投資活動による支出 4,854
次年度への繰越金 271

資金収入 5,432
業務活動による収入 429

共済掛金収入 424
利息及び配当金の受取額 6

投資活動による収入 4,854
定期預金の払戻しによる収入 4,854

前期中期目標期間よりの繰越金 149

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

16
平成２５年度資金計画(免責特約勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 22,142
業務活動による支出 20,842
投資活動による支出 1,300
次年度への繰越金 0

資金収入 22,142
業務活動による収入 22,142

運営費交付金収入 22,142

［注記］
　　１　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
　　２　特定業務勘定における他の科目及び金額は、資金負担についての国、東京都及び関係者間の合意
　　　が整い次第計上する。

17
平成２５年度資金計画(特定業務勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 14,064
業務活動による支出 10,318
投資活動による支出 3,558
財務活動による支出 10
次年度への繰越金 178

資金収入 14,064
業務活動による収入 10,803

運営費交付金収入 4,857
受託事業収入 1,830
国立競技場の運営による収入 2,300
国立スポーツ科学センターの運営による収入 311
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 495
国立登山研修所の運営による収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 58
基金業務における利息及び配当金収入 608
災害共済給付勘定受入金による収入 237
免責特約勘定受入金による収入 25
寄附金収入 55
その他の収入 14
利息及び配当金の受取額 11

投資活動による収入 3,213
定期預金の払戻しによる収入 900
施設費による収入 2,313

財務活動による収入 1
民間出えん金の受入による収入 1

前期中期目標期間よりの繰越金 47

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

18
平成２５年度資金計画(一般勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



施設整備の内容 予定額(百万円) 財　源

国立競技場、国立スポーツ科学センター等の改
修及びナショナルトレーニングセンター用地購
入費

2,313 施設整備費補助金

［注記］
　　１　金額は見込みである。
　　　　なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・設備の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）等が
　　　追加されることがあり得る。
　　２　上記には、平成24年度予算に係る工事の繰越分1,401百万円を含んでいる。
　　３　国立霞ヶ丘競技場の改築その他関連経費に係る現在の見積金額総額は、197,108百万円（内訳：
　　　本体145,476百万円、周辺23,711百万円、その他経費27,921百万円）であり、上記に含まれていな
　　　い。
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