
社団法人　日本版画協会　2013年度（平成25年度）予算
                         自�平成24年9月1日����至�平成25年8月31日                    

当年度予算額 前年度予算額

科����目 予算額 備考 科����目 予算額 備考

Ⅰ�事業活動収支の部 Ⅰ�事業活動収支の部
�� ��
�1.事業活動収入 �1.事業活動収入
基本財産利息収入 基本財産利息収入

�����正会員会費収入 11,000,000 50000×�220 名 �����正会員会費収入 11,000,000 50,000×�220名

�����準会員会費収入 7,410,000 38000×�195名 �����準会員会費収入 7,562,000 38,000×�199名

出品料収入 出品料収入
���版画展出品料 3,000,000 ���版画展出品料

版画展展覧会収入 版画展展覧会収入
���入場料 200,000 ���入場料

���画集売上 1,003,000 画集、作品写真CD-ROM代 ���画集売上 50,000 画集、作品写真CD-ROM代

���目録売上
���画集広告料 2,500,000 ���画集広告料
���授賞式会費 200,000 ���授賞式会費

���雑収入
���チャリティ売上 700,000 ���チャリティ売上

巡回展展覧会収入 巡回展展覧会収入
����巡回展収入 ����巡回展収入

���展覧会開催収入 900,000 ���展覧会開催収入 900,000

���画集売上 30,000 ���画集売上 30,000

��画料収入
賞金提供 賞金提供

���医療法人あずま会 150,000

���株式会社�三極 100,000 ���株式会社�三極 100,000

���沼津市 500,000 ���沼津市
���小田原久生 100,000 ���小田原久生 50,000

���養清堂画廊 100,000
（株）ナナオ企画

三木哲夫

�助成金収入 1,200,000 �助成金収入
�雑収入 50,000 銀行利息、ラベル等�ご祝儀 �雑収入 100,000 銀行利息、ラベル等�ご祝儀

��事業活動収入計 28,893,000 ��事業活動収入計 20,042,000

�2.事業活動支出 �2.事業活動支出
��①事業費支出 ��①事業費支出
画集制作 画集制作

����撮影及び画集印刷費 5,200,000 ����撮影及び画集印刷費
�����版画展画集制作 �����版画展画集制作

搬入受付、設備費 150,000 かわかみスタジオ �����国際公募展画集制作

����印刷費 140,000 CD-ROM制作費 ����印刷費 140,000 CD-ROM制作費

����通信費 100,000 ����通信費 100,000

����広告取材費 350,000 ����広告取材費
����事務費・交通費他 150,000 ����事務費・交通費他 150,000

����荷造り運賃 150,000 近藤商店 ����荷造り運賃 150,000 近藤商店

����郵便振替手数料 20,000 ����郵便振替手数料 20,000

����材料費 100,000 用紙、インクトナー代等 ����材料費 100,000 用紙、インクトナー代等

広報費 ���広報費
��公募広告 100,000 公募広告 公募広告 400,000 公募広告

HP制作管理 300,000 サーバー使用料、更新費 HP制作管理 380,000 サーバー使用料、更新費

印刷費 印刷費
����版画展出品規定等 1,900,000 要項、招待券、封筒、キャプション等 ����版画展出品規定等 1,900,000 要項、招待券、封筒、キャプション等

����展覧会ポスター制作費 150,000 ����展覧会ポスター制作費 150,000

版画展展覧会経費 版画展展覧会経費
�����版画展看板 450,000 美術館内外看板 �����版画展看板 美術館内外看板

����授賞式経費 1,000,000 ����授賞式経費



����美術館借館料 3,500,000 ����美術館借館料 3,500,000

受付人件費 340,000 設備費、受付人件費
����日美支払 1,600,000 ����日美支払

作品等運送費 作品等運送費
�����版画展関係輸送費 30,000 赤帽（事務用品運搬） �����版画展関係輸送費 赤帽（事務用品運搬）

京都展出張、宿泊費等
展覧会雑費 200,000 会場案内パネル・遺作展示含む 展覧会雑費 200,000 会場案内パネル・遺作展示含む

巡回展経費 巡回展経費
����ポスター印刷費 29,000 ����ポスター印刷費 29,000

����額装丁費 500,000 ����額装丁費 500,000

賞金 賞金
����京都展記念賞

����日本版画協会賞 300,000 ����日本版画協会賞
����山口源新人賞 500,000 250,000×2名 ����山口源新人賞 250,00×2名

第80回記念賞 200,000

����新人賞 150,000 ����新人賞
����新人賞（立山賞） 100,000 ����立山賞

����部門奨励賞 200,000 50,000×4名 ����部門奨励賞 50,000×4名

����準会員最優秀賞 150,000 ����準会員最優秀賞
����準会員優秀賞（FY賞） 100,000 ����準会員優秀賞（FY賞）
����準会員優秀賞（FF賞） 100,000 ����準会員優秀賞（FF賞）

����G賞 100,000 50,000×4名 ����G賞

��受賞者展援助金 100,000 ��受賞者展援助金 450,000

�チャリティ ���チャリティ展経費
����作品装丁費等 10,000 ����作品装丁費等

義援金寄付 500,000 1,494,520

チャリティー人件費 110,000

PrintsTokyo2012経費 5,000,000 1,312,200

協会80年史出版費 1,300,000 1,500,000

���会報出版費 700,000 ���会報出版費 700,000
���事業費支出計 26,079,000 ���事業費支出計 13,175,720

��②管理費支出 ��②管理費支出
会務費 会務費

�����本部事務所会務費 800,000 物故会員会葬費・協会史経費含む �����本部事務所会務費 800,000 物故会員会葬費・協会史経費含む

会議費 会議費
����本部事務所会議費 400,000 総会、理事会、運営委員会等 ����本部事務所会議費 400,000 総会、理事会、運営委員会等

人件費 人件費
����総務手当 240,000 ����総務手当 240,000

����監事手当 20,000 10,000×2名

����給料手当 2,200,000 事務局、事務局補佐 ����給料手当 2,200,000 事務局、事務局補佐

����会報係手当 100,000 （経費含まず） ����会報係手当 100,000 （経費含まず）

����デザイン係手当 50,000 ����デザイン係手当 50,000

���画集制作 ���画集制作
�����係手当 200,000 10万円×1名�5万円×2名 �����係手当 200,000 10万円×1名�5万円×2名

�����アルバイト・交通費 200,000 �����アルバイト・交通費 200,000

����目録制作人件費 36,000 入力、コピー、製本対応

���巡回展 ���巡回展
�����係り手当 120,000 40,000×3ケ所 �����係り手当 120,000 40,000×3ケ所

�����展覧会人件費 200,000 講師派遣料等（交通費含む） �����展覧会人件費 200,000 講師派遣料等（交通費含む）

版画展アルバイト料 300,000 事務所整理等含む 版画展アルバイト料 300,000 事務所整理等含む

交通費 交通費
����会議出席、出張旅費 400,000 会議交通費補助等 ����会議出席、出張旅費 400,000 会議交通費補助等

事務費 事務費
����本部事務所 1,000,000 ����本部事務所 1,580,000

会計事務費 500,000 錦会計支払い(源泉票作成費含む） 336,000 錦会計支払い(源泉票作成費含む）

����巡回展事務費 30,000 ����巡回展事務費 30,000

法人移行準備金 600,000 法人移行準備金 500,000

通信費 通信費
����本部事務局通信費 1,350,000 会報送料含む ����本部事務局通信費 1,350,000 会報送料含む

����巡回展通信費 30,000 ����巡回展通信費 50,000



賃借料 963,900 高円寺事務所家賃 賃借料 963,900 高円寺事務所家賃

租税公課 110,000 都民税均等割、印紙代 租税公課 110,000 都民税均等割、印紙代

雑費 300,000 雑費 300,000

義援金
���管理費支出計 10,093,900 ���管理費支出計 10,485,900

��事業活動収支差額 -7,279,900 ��事業活動収支差額 -3,619,620

Ⅱ�投資活動収支の部 Ⅱ�投資活動収支の部
�1投資活動収入 �1投資活動収入

事務所設置準備引当金取崩収入

� 特別展準備引当金取崩収入 � 特別展準備引当金取崩収入
� 立山賞賞金引当金取崩収入 100,000 � 立山賞賞金引当金取崩収入
��FF賞（育英基金）賞金引当金取崩収入 100,000 ��FF賞（育英基金）賞金引当金取崩収入

��FY賞（育英基金）賞金引当金取崩収入 100,000 ��FY賞（育英基金）賞金引当金取崩収入

��投資活動収入計 300,000 ��投資活動収入計 0

�2投資活動支出 �2投資活動支出
��基本財産繰入支出 ��基本財産繰入支出

��事務所設置準備引当金繰入支出

��特別展準備引当金繰入支出 ��特別展準備引当金繰入支出

��FF賞（育英基金）賞金引当支出 ��FF賞（育英基金）賞金引当支出

��FY賞（育英基金）賞金引当支出 ��FY賞（育英基金）賞金引当支出

��投資活動支出計 ��投資活動支出計

Ⅲ�財務活動収支の部 Ⅲ�財務活動収支の部
�1財務活動収入 �1財務活動収入
��長期借入金収入 ��長期借入金収入
��財務活動収入計 ��財務活動収入計
�2財務活動支出 �2財務活動支出
��長期借入金返済支出 ��長期借入金返済支出
��財務活動支出計 ��財務活動支出計

Ⅳ�予備費支出 Ⅳ�予備費支出
��本部事務所予備費支出 ��本部事務所予備費支出
��画集制作予備費支出 ��画集制作予備費支出
��予備費支出計 ��予備費支出計

当期収支差額 -6,979,900 当期収支差額 -3,619,620

前期繰越収支差額 15,396,858 前期繰越収支差額 8,213,451

次期繰越収支差額 8,416,958 次期繰越収支差額 4,593,831

（注）�1����借入金限度額 無し
��������2 ��債務負担額 無し


