
［収　　入］
運営費交付金 25,906
施設整備費補助金 638
災害共済給付補助金 2,213
基金運用収入 582
国立競技場運営収入 1,883
国立スポーツ科学センター運営収入 352
ナショナルトレーニングセンター運営収入 510
国立登山研修所運営収入 2
スポーツ及び健康教育普及事業収入 82
スポーツ振興投票事業収入 109,676
共済掛金収入 16,622
スポーツ振興投票事業準備金戻入 18,175
特定業務特別準備金戻入 5,000
受託事業収入 2,104
寄附金収入 50
営業外収入 2
利息収入 119
その他収入 2

計 183,917

［支　　出］
業務経費 64,881

うち、人件費 3,428
　　　国立競技場改築事業費 17,831
　　　国立競技場運営費 691
　　　国立スポーツ科学センター運営費 1,800
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 856
　　　国立登山研修所運営費 51
　　　スポーツ振興基金事業費 1,112
　　　スポーツ活動環境公正化事業費 74
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 1,055
　　　スポーツ振興投票業務運営費 19,808
　　　スポーツ振興投票助成事業費 18,175

給付金 18,572
受託事業費 2,104
一般管理費 981

うち、人件費 483
　　　物件費 499

施設整備費 638
払戻返還金 54,500
国庫納付金 9,720
スポーツ振興投票事業準備金繰入 19,441
特定業務特別準備金繰入 5,450

計 176,288

［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　「運営費交付金」のうち、
　　　　　・平成27年度当初予算額　13,003百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　12,903百万円
　　４　「施設整備費補助金」のうち、
　　　　　・平成27年度当初予算額（施設整備費補助金）　92百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額（研究施設整備費補助金）　546百万円
　　５　「寄附金収入」のうち、
　　　　　・平成27年度当初予算額　24百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　26百万円
　　６　平成27年度当初予算案に計上されている運営費交付金のうち「競技力向上事業」のための
　　　7,400百万円については、支出科目等が確定した後に計上する。

1

(単位 : 百万円)
金　　　　　　額

平成２７年度予算(総計)

区　　　　　　　　分



［収　　入］
スポーツ振興投票事業収入 109,676
スポーツ振興投票事業準備金戻入 18,175
利息収入 88

計 127,939

［支　　出］
業務経費 38,501

うち、人件費 518
　　　スポーツ振興投票業務運営費 19,808
　　　スポーツ振興投票助成事業費 18,175

一般管理費 74
払戻返還金 54,500
国庫納付金 9,720
特定業務勘定へ繰入 5,450
スポーツ振興投票事業準備金繰入 19,441

計 127,686

［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２７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 2,213
共済掛金収入 16,203
免責特約勘定より受入 419
利息収入 4

計 18,838

［支　　出］
給付金 18,572
一般勘定繰入金 292

計 18,864

［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２７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 419
利息収入 6

計 425

［支　　出］
災害共済給付勘定へ繰入 419
一般勘定繰入金 25

計 443

［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２７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 5,450
運営費交付金 12,831
特定業務特別準備金戻入 5,000
利息収入 20

計 23,301

［支　　出］
業務経費 17,831

うち、国立競技場改築事業費 17,831
特定業務特別準備金繰入 5,450

計 23,281

［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」は前年度よりの繰越額のうち使用見込額である。
　　３　科目及び金額については年度当初に見込まれるものについてのみ表示しており、業務の進捗に伴
　　　い変更することがある。

5
平成２７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 13,075
施設整備費補助金 638
基金運用収入 582
国立競技場運営収入 1,883
国立スポーツ科学センター運営収入 352
ナショナルトレーニングセンター運営収入 510
国立登山研修所運営収入 2
スポーツ及び健康教育普及事業収入 82
受託事業収入 2,104
寄附金収入 50
営業外収入 2
災害共済給付勘定受入金 292
免責特約勘定受入金 25
利息収入 1
その他収入 2

計 19,599

［支　　出］
業務経費 8,549

うち、人件費（事業系） 2,910
　　　国立競技場運営費 691
　　　国立スポーツ科学センター運営費 1,800
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 856
　　　国立登山研修所運営費 51
　　　スポーツ振興基金事業費 1,112
　　　スポーツ活動環境公正化事業費 74
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 1,055

受託事業費 2,104
一般管理費 907

うち、人件費（管理系） 483
　　　物件費 425

施設整備費 638
計 12,199

［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」のうち、
　　　　　・平成27年度当初予算額　13,003百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　72百万円
　　３　「施設整備費補助金」のうち、
　　　　　・平成27年度当初予算額（施設整備費補助金）　92百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額（研究施設整備費補助金）　546百万円
　　４　「寄附金収入」のうち、
　　　　　・平成27年度当初予算額　24百万円
　　　　　・前年度よりの繰越額のうち使用見込額　26百万円
　　５　平成27年度当初予算案に計上されている運営費交付金のうち「競技力向上事業」のための
　　　7,400百万円については、支出科目等が確定した後に計上する。

6
平成２７年度予算(一般勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 174,900
経常費用 150,009

業務経費 64,165
給付金 18,572
払戻返還金 54,500
受託事業費 2,104
国庫納付金 9,720
一般管理費 891
財務費用 57

臨時損失 24,891

収益の部 183,718
経常収益 160,543

運営費交付金収益 25,458
災害共済給付補助金収益 2,213
国立競技場運営収入 1,883
国立スポーツ科学センター運営収入 352
ナショナルトレーニングセンター運営収入 510
国立登山研修所運営収入 2
スポーツ及び健康教育普及事業収入 82
スポーツ振興投票事業収入 109,676
共済掛金収入 16,622
利息及び配当金収入 585
受託事業収入 2,104
寄附金収益 50
資産見返運営費交付金戻入 875
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 2
資産見返寄附金戻入 8
財務収益 119
雑益 4

臨時利益 23,175

純利益 8,818

総利益 8,818

［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２７年度収支計画(総計)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 128,300
経常費用 108,859

業務経費 39,029
払戻返還金 54,500
国庫納付金 9,720
特定業務勘定へ繰入 5,450
一般管理費 110
財務費用 50

臨時損失 19,441

収益の部 127,939
経常収益 109,764

スポーツ振興投票事業収入 109,676
財務収益 88

臨時利益 18,175

純損失 361

総損失 361

［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２７年度収支計画(投票勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 18,864
経常費用 18,864

給付金 18,572
一般勘定繰入金 292

収益の部 18,838
経常収益 18,838

災害共済給付補助金収益 2,213
共済掛金収入 16,203
免責特約勘定より受入 419
財務収益 4

純損失 26

総損失 26

［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２７年度収支計画(災害共済給付勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 443
経常費用 443

災害共済給付勘定へ繰入 419
一般勘定繰入金 25

収益の部 425
経常収益 425

共済掛金収入 419
財務収益 6

純損失 19

総損失 19

［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２７年度収支計画(免責特約勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



費用の部 21,481
経常費用 16,031

業務経費 16,025
財務費用 6

臨時損失 5,450

収益の部 23,302
経常収益 18,302

運営費交付金収益 12,831
投票勘定より受入 5,450
資産見返運営費交付金戻入 1
財務収益 20

臨時利益 5,000

純利益 1,821

総利益 1,821

［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　科目及び金額については年度当初に見込まれるものについてのみ表示しており、業務の進捗に伴
　　　い変更する可能性がある。

11
平成２７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 11,998
経常費用 11,998

業務経費 9,112
受託事業費 2,104
一般管理費 781
財務費用 0

収益の部 19,399
経常収益 19,399

運営費交付金収益 12,627
国立競技場運営収入 1,883
国立スポーツ科学センター運営収入 352
ナショナルトレーニングセンター運営収入 510
国立登山研修所運営収入 2
スポーツ及び健康教育普及事業収入 82
利息及び配当金収入 585
受託事業収入 2,104
災害共済給付勘定受入金収益 292
免責特約勘定受入金収益 25
寄附金収益 50
資産見返運営費交付金戻入 874
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 2
資産見返寄附金戻入 8
財務収益 1
雑益 4

純利益 7,402

総利益 7,402

［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２７年度収支計画(一般勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
(単位 : 百万円)



資金支出 483,594
業務活動による支出 146,983
投資活動による支出 285,284
財務活動による支出 945
次年度への繰越金 50,381

資金収入 483,594
業務活動による収入 150,954

運営費交付金収入 13,075
スポーツ振興投票事業収入 109,253
共済掛金収入 16,622
受託事業収入 2,104
国立競技場の運営による収入 1,883
国立スポーツ科学センターの運営による収入 352
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 510
国立登山研修所の運営による収入 2
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 82
基金業務における利息及び配当金収入 582
基金業務における定期預金の払戻しによる収入 4,130
補助金等収入 2,213
寄附金収入 24
その他の収入 4
利息及び配当金の受取額 119

投資活動による収入 308,231
定期預金の払戻しによる収入 232,219
有価証券の償還による収入 75,373
施設費による収入 638

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

前年度よりの繰越金 24,408

［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２７年度資金計画(総計)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 295,529
業務活動による支出 106,250
投資活動による支出 173,345
財務活動による支出 624
次年度への繰越金 15,310

資金収入 295,529
業務活動による収入 109,341

スポーツ振興投票事業収入 109,253
利息及び配当金の受取額 88

投資活動による収入 169,873
定期預金の払戻しによる収入 117,000
有価証券の償還による収入 52,873

前年度よりの繰越金 16,315

［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２７年度資金計画(投票勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額



資金支出 75,188
業務活動による支出 18,864
投資活動による支出 55,204
次年度への繰越金 1,120

資金収入 75,188
業務活動による収入 18,838

共済掛金収入 16,203
免責特約勘定より受入による収入 419
補助金等収入 2,213
利息及び配当金の受取額 4

投資活動による収入 55,204
定期預金の払戻しによる収入 55,204

前年度よりの繰越金 1,145

［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２７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 8,440
業務活動による支出 443
投資活動による支出 7,996
次年度への繰越金 1

資金収入 8,440
業務活動による収入 425

共済掛金収入 419
利息及び配当金の受取額 6

投資活動による収入 8,015
定期預金の払戻しによる収入 8,015

前年度よりの繰越金 1

［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２７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 79,173
業務活動による支出 11,922
投資活動による支出 43,652
財務活動による支出 318
次年度への繰越金 23,281

資金収入 79,173
業務活動による収入 5,020

投票勘定より受入による収入 5,000
利息及び配当金の受取額 20

投資活動による収入 70,500
定期預金の払戻しによる収入 48,000
有価証券の償還による収入 22,500

前年度よりの繰越金 3,653

［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　科目及び金額については年度当初に見込まれるものについてのみ表示しており、業務の進捗に伴
　　　い変更する可能性がある。

17
平成２７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 30,999
業務活動による支出 15,239
投資活動による支出 5,087
財務活動による支出 4
次年度への繰越金 10,670

資金収入 30,999
業務活動による収入 23,065

運営費交付金収入 13,075
受託事業収入 2,104
国立競技場の運営による収入 1,883
国立スポーツ科学センターの運営による収入 352
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 510
国立登山研修所の運営による収入 2
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 82
基金業務における利息及び配当金収入 582
基金業務における有価証券の償還による収入 4,130
災害共済給付勘定受入金による収入 292
免責特約勘定受入金による収入 25
寄附金収入 24
その他の収入 4
利息及び配当金の受取額 1

投資活動による収入 4,638
定期預金の払戻しによる収入 4,000
施設費による収入 638

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

前年度よりの繰越金 3,294

［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
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(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及びナ
ショナルトレーニングセンターの改修

638 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26年度予算に係る工事の繰越分546百万円を含んでいる。
　　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。

19
平成２７年度施設整備・管理の実施


