
① 収支予算内訳について

収支予算内訳のシートは計算式が入っており、金額は自動計算されます。
金額の記入欄には必ず算用数字（0.1.2.3…）を使用していただき、
「円」「千円」等の単位は記入しないで下さい。

（例）　誤　　100千円　→　正　100000

② 団体概要について

財政状況の当期損益は、総収入と総支出に入力していただいた内容を
基に自動計算されます。（総収入－総支出）
金額の記入欄には上記②と同じく算用数字を使用してください。

③ 申請書の印刷について

印刷前に必ず、
・記入漏れはないか
・誤字、脱字はないか
・印刷時に文字が見えなくなっていないか
を確認してください。

データ入力時の注意事項



日年 月

（〒

-

連絡先 ）

公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 御中

注）手書きの場合は黒ボールペンで記入し、パソコン入力の場合は黒字で入力して下さい。

印

（上記以外に連絡を

希望する場合）

ふりがな

団体名（申請者名）

ふりがな

役職名・代表者名

住　所 （〒 ― ）

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：e-mail ：

助成申請金額

円

円

　

　

e-mail ： 担当者：

１．上記課題を実施する目的・内容
（目的）

申請課題名

（簡潔にご記入下さい。）

助成申請金額（Ｐ．３参照）

（千円未満切り捨て）

自己負担金額

1

（実施時期・実施場所・実施回数）

―

（共催者・後援者・協賛者等とその役割）

2011・2012・2013年度　日本人作曲家作品によるコンサートへの助成

（注）助成の対象は以下の項目のすべてを充足するコンサートとします。
①故人である日本人作曲家の作品の演奏を目的とした国内のコンサートとする。
②コンサートとはオペラ等の公演も含む。
③原則としてクラシック音楽の分野とする。

日本人作曲家名

ＦＡＸ：

ＴＥＬ：



（その他の当該活動の特色・特記すべき事項等）

３．助成を希望する理由

（演題・曲目・構成・主な演奏者・スタッフ等）

2



４．収支予算内訳
内      容 予算額

収入の部 円

入場料収入 入場予定者数： 名  （会場収容定員： 名）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ売上

広告料・その他収入

補助金・助成金

寄付金・協賛金等

自己負担金

助成申請金額

（千円未満切り捨て）

収入合計  

支出の部 円

出演・音楽・文芸費

会場・舞台費

謝金・旅費・宣伝費

その他の費用

支出合計  （収入合計と一致させて下さい。）

３

補助金等の名称（確定、内諾を得たものについて記載して下さい。）

資金の調達方法（助成申請中、申請予定は当欄に記載して下さい。）

　　　（必須事項）助成金額が申請金額を下回った場合の資金の調達方法：

（支出合計と一致させて下さい。）

※助成金額は申請金額通りに採択されない場合があります。
　また、助成金が無い場合でも申請通りの規模で開催されることを前提とします。

＊費用の減免措置（例：ホールが会場費を一部負担する。旅費は招聘元が負担等）がある場合は、内訳欄に
　 正規料金、注釈等をご記入下さい。

内      訳



団体名

設立年月

ふりがな

役職名・代表者名

2011

５．団体概要（団体が応募する場合はこの用紙に、個人が応募する場合は「個人略歴」に記入して下さい。）

ふりがな

沿　革

組　織

（役職員等）

目　的

公演等の

主な実績

（最近２年間）

財政状況

（最近２年間）

＊定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を添付して下さい。

 

年）度

総支出

当期損益

助成金等

受領実績

 

総収入

4

年（平成 年）度 年（平成



4

主な芸術活動歴・受賞歴等

年 月

2011

５．個人略歴（個人が応募する場合はこの用紙に、団体が応募する場合は「団体概要」に記入して下さい。）

男ふりがな 性別（レを記入） 女

経歴（学歴・職歴等）

月生年月日 年 日氏　名

年 月



- 2011・2012・2013年度　日本人作曲家作品によるコンサートへの助成
公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 御中

注）手書きの場合は黒ボールペンで記入し、パソコン入力の場合は黒字で入力して下さい。 年 月 日

ふりがな 　○○○こうきょうがくだん

団体名（申請者名） 　○○○交響楽団 印

ふりがな だいひょう　○○　○○

役職名・代表者名 代表　○○　○○

住　所 （〒 123 ― 4567 ）

○○県○○市○○区1-2-3

ＴＥＬ： 12-3456-7890

e-mail ： ○○○＠○○.co.jp ＦＡＸ： 12-3456-7890

連絡先 （〒 ― ）

ＴＥＬ：

（上記以外に連絡を ＦＡＸ：

希望する場合） e-mail ： 担当者： ○○　○○

（注）助成の対象は以下の通りとします。
・故人である日本人作曲家の作品の演奏を目的とした国内でのコンサートとする。
※コンサートとはオペラ等の公演も含む。
※原則としてクラシック音楽の分野とする。

申請課題名 ※「○○記念演奏会」等、ポスターで使用するような具体的で簡潔な名称を記入して
ください。（簡潔にご記入下さい。）

日本人作曲家名 ○○○

助成申請金額（Ｐ．３参照） 自己負担金額 10,600,000 円

（千円未満切り捨て） 助成申請金額 10,000,000 円

１．上記課題を実施する目的・内容
（目的）

※本申請課題を行う趣旨・目的・意義等を記入してください。

※上記「日本人作曲家名」に記入された作曲家を選んだ理由も記入してください。

（実施時期・実施場所・実施回数）

2012/○/○　　○○ホール　　○回

（共催者・後援者・協賛者等とその役割）

協賛　　○○株式会社　　※特定の企業名を掲げた、いわゆる「冠公演」は応募できません。

後援　　○○市　　　　　　 ※申請中のものも「（申請中）」と記入してください。

1

記入例

データ入力の場合、自己負担金額と助成申請金額は３

ページで入力したものが反映されますので、本ページで

は記入出来ません。



（演題・曲目・構成・主な演奏者・スタッフ等）

※内容について具体的に記入して下さい。

※申請書の提出時に未定で、後日決定した場合や、提出後に実施時期・内容・予算等の大きな

　　変更があった場合は書面にてお知らせ下さい。

（その他の当該活動の特色・特記すべき事項等）

※上記以外に当該活動の特色、特に記載する事項があれば記入して下さい。

３．助成を希望する理由

2

記入例



４．収支予算内訳
内      容 予算額

収入の部 円

入場料収入 2,000,000 入場予定者数： 1000 名  （会場収容定員： 1500 名）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ売上 300,000

広告料・その他収入

補助金・助成金 100,000

寄付金・協賛金等

自己負担金

助成申請金額

（千円未満切り捨て）

収入合計 23,000,000

支出の部 円

出演・音楽・文芸費 10,000,000

会場・舞台費 5,000,000

謝金・旅費・宣伝費 7,000,000

その他の費用 1,000,000

支出合計 23,000,000

内      訳

Ａ席　3,000円　×　500　（販売予定数）　＝　1,500,000円

Ｂ席　1,000円　×　500　（販売予定数）　＝　500,000円

○○○売上収入　　100,000円

○○株式会社広告料　200,000円

補助金等の名称（確定、内諾を得たものについて記載して下さい。）

○○財団助成金（内諾）　　100,000円

10,600,000

資金の調達方法（助成申請中、申請予定は当欄に記載して下さい。）

○○財団（申請予定）　　600,000円

申請者が不足分を負担する　　16,000,000円

　　　（必須事項）助成金額が申請金額を下回った場合の資金の調達方法：

　　　申請者が借入を行う等

10,000,000
※助成金額は申請金額通りに採択されない場合があります。
　また、助成金が無い場合でも申請通りの規模で開催されることを前提とします。

（支出合計と一致させて下さい。）

出演費　指揮者　　1,000,000円

出演費　ソリスト　4名×500,000円＝2,000,000円

交通費（ソリスト）　100,000円×4名＝400,000円

交通費（オーケストラ）　1,600,000円

出演費　オーケストラ　5,000,000円

※オーケストラが申請される場合の出演料は計算根拠・計算式を記入して下さい。

（総楽員年間給与+法定福利費）÷年間実動日数×（練習日数+本番日数）

※宿泊・交通費は下記の謝金・旅費・宣伝費欄に記載して下さい。

会場使用料　1,500,000円×2回＝3,000,000円

○○費用　2,000,000円

※申請者が本人の出演料を記載される場合は、他の出演者と区別して下さい。

３

宿泊費　30,000円×100名＝3,000,000円

広告掲載費用　1,000,000円

入場料販売手数料　200,000円

○○費用　800,000円

楽器使用料　1,000,000円×2回＝2,000,000円

（収入合計と一致させて下さい。）

＊費用の減免措置（例：ホールが会場費を一部負担する。旅費は招聘元が負担等）がある場合は、内訳欄に
　 正規料金、注釈等をご記入下さい。

航空運賃（指揮者）　1,000,000円

金額は算用数字のみ入力し、「円」や「千円」などの単位は入力しないで下さい。

必ず記入して下さい。

収支の合計を一致さ

せて下さい。

収支の合計を一致さ

せて下さい。

記入例
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