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平成２７年度	 事	 業	 計	 画  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 自	 平成 27年 4月 1 日 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 至	 平成 28年 3月 31日 
 

【Ⅰ】基本方針  
	 余暇時間の増大、高齢化の進行など社会環境の変化は、人々に健康志向によるスポーツ

の関心を高め、更に 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控え、あ
らためてスポーツに寄せる関心は益々高まりを見せています。 
	 このような情勢下、スポーツ科学の振興を目的とする当財団ではこの期待に応えるべく、

改めて事業の重要性を認識し、事業活動の推進を図ってまいります。 
	 まず、健康の増進と体力向上及びスポーツに関連する学術研究の助成事業では、財団選

定テーマによる研究委託並びに研究課題公募による研究助成を引き続き実施いたします。 
	 一方、公益財団法人日本体育協会への助成を行い、国民スポーツのより一層の健全な普

及・発展に寄与するとともに、公益財団法人日本オリンピック委員会に対しても、オリン

ピック事業の推進並びにトップレベルの選手育成・強化を目的として同様の助成を行いま

す。また、スポーツ科学の国際交流推進を目的として一般社団法人日本体力医学会へ助成

を行います。 
	 なお、平成 26 年度の事業成果を広く関係者に公表するため、機関誌「デサントスポー
ツ科学」Vol.36を発行いたします。 
 
 

【Ⅱ】事業計画	  
(1)健康の増進と体力の向上及びスポーツ関連科学に関する研究委託並びに調査・研究
に対する助成。 

1)研究委託（総額 300万円 ） 
学術委員会において審議のうえ、本年度委託研究テーマとして３件委託いたします。 
 

	 	 2)自由課題研究（総額 1,100万円） 
全国にわたる 87の大学または、その他の学校、研究機関より応募された 121 
件の課題の中から学術委員会の審査の結果、21件に対し助成を行います。 

 
3）障がい者スポーツ振興に関わる調査・研究（総額 300万円） 
	 「障がい者スポーツ」に注目し、障がい者のスポーツ振興に関わる調査・研究に対

する助成として新設します。 
	 本年度委託研究テーマとして３件委託いたします。 
 
○学術委員（順不同、敬称略） 

佐藤	 祐造	 	 	 	 井上	 真理	 	 	 	 押田	 芳治 
梶原	 莞爾	 	 	 	 川原	 	 貴      	 島﨑	 恒藏 
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	 	 	 	 下光	 輝一	 	 	 	 下村	 吉治	 	 	 	 田中	 宏暁 
	 	 	 	 田畑	 泉	 	 	 	 	 田村	 照子	 	 	 	 永富	 良一 
	 	 	 	 中島	 利誠	 	 	 	 西松	 豊典	 	 	 	 西村	 太良 
	 	 	 	 平田	 耕造	 	 	 	 廣田	 孝子	 	 	 	 福永	 哲夫 
	 	 	 	 藤本	 繁夫	 	 	 	 吉岡	 利忠 

	 	 	  
	 	 	 	 	 	  

	 (2)スポーツ科学の国際交流を目的とする団体の助成（100万円） 
    諸外国とのスポーツ科学における人的・学問的交流を積極的に推進するため、 

一般社団法人日本体力医学会への助成を行います。 
 
 

	 (3)スポーツの振興・発展を目的とする団体の助成（250万円） 
    国民スポーツのより一層の健全な普及・発展に寄与するため、公益財団法人日本体 

育協会に助成を行います。 
 
 

	 (4)わが国のオリンピック事業の推進を目的とする団体の助成（250万円） 
    オリンピック事業の推進並びにトップレベルの選手育成・強化に寄与するため、	  	 

公益財団法人日本オリンピック委員会に助成を行います。 
 
 
 	 (5)機関誌の発行 
	 	  平成 26 年度の事業内容を公表するため第 36 回研究成果報告書を中心とする｢デサ	  

ントスポーツ科学｣Vol.36 を本年 6 月に発行し広く研究機関関係者に公表致します。	 	  
 
 
	  (6)機関誌のデータ化 
	 	  昭和 56 年を初版として 36 回を迎えた機関紙をデータ化することにより、学術資料

の収集、保存及び公開の利便性を図ります。 
 

	 以上 
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（単位：円）

２７年度予算額 ２６年度予算額 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(１)経常収益

①基本財産運用益

基本財産受取利息 14,240,000 14,255,000 △	 15,000

基本財産受取配当金 19,830,000 16,520,000 3,310,000

　基本財産運用益計 34,070,000 30,775,000 3,295,000

②寄附金収入

寄附金収入 0

　寄附金収入計 0

経常収益計 34,070,000 30,775,000 3,295,000

(２)経常費用

①事業費

研究助成費 18,300,000 13,045,000 5,255,000

寄附金支出 6,000,000 6,000,000 0

機関誌発行費 8,000,000 5,500,000 2,500,000

　事業費計 32,300,000 24,545,000 7,755,000

②管理費

支払報酬 1,000,000 2,400,000 △	 1,400,000

会議費 1,500,000 1,500,000 0

旅費交通費 1,800,000 1,400,000 400,000

資料収集費 750,000 750,000 0

通信運搬費 100,000 80,000 20,000

雑費 120,000 100,000 20,000

　管理費計 5,270,000 6,230,000 △	 960,000

経常費用計 37,570,000 30,775,000 6,795,000

当期経常増減額 △	 3,500,000 0 △	 3,500,000

２．経常外増減の部

(１)経常外収益 0

(２)経常外費用 0

当期経常外増減額 0 0

当期一般正味財産増減額 △	 3,500,000 0 △	 3,500,000

一般正味財産期首残高 19,975,406 19,800,000 175,406

一般正味財産期末残高 16,475,406 19,800,000 △	 3,324,594

Ⅱ　指定正味財産増減の部

基本財産評価益 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0

指定正味財産期首残高 1,842,027,316 1,479,780,833 362,246,483

指定正味財産期末残高 1,842,027,316 1,479,780,833 362,246,483

Ⅲ　正味財産期末残高 1,858,502,722 1,499,580,833 358,921,889

科目

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

収　支　予　算　書



（単位：円）

公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(１)経常収益

①基本財産運用益

基本財産受取利息 14,000,000 240,000 14,240,000

基本財産受取配当金 19,490,000 340,000 19,830,000

　基本財産運用益計 33,490,000 580,000 34,070,000

経常収益計 33,490,000 580,000 34,070,000

(２)経常費用

①事業費

研究助成費 18,300,000 18,300,000

寄附金支出 6,000,000 6,000,000

機関誌発行費 8,000,000 8,000,000

　事業費計 32,300,000 0 32,300,000

②管理費

支払報酬 900,000 100,000 1,000,000

会議費 1,500,000 1,500,000

旅費交通費 1,620,000 180,000 1,800,000

資料収集費 670,000 80,000 750,000

通信運搬費 100,000 100,000

雑費 120,000 120,000

　管理費計 4,690,000 580,000 5,270,000

経常費用計 36,990,000 580,000 37,570,000

当期経常増減額 △	 3,500,000 0 △	 3,500,000

２．経常外増減の部

(１)経常外収益 0 0 0

(２)経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △	 3,500,000 0 △	 3,500,000

一般正味財産期首残高 19,975,406

一般正味財産期末残高 16,475,406

Ⅱ　指定正味財産増減の部

基本財産評価益 0

当期指定正味財産増減額 0

指定正味財産期首残高 1,842,027,316

指定正味財産期末残高 1,842,027,316

Ⅲ　正味財産期末残高 1,858,502,722

平成２７年度　　収　支　予　算　書　内　訳　表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目
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