
業務 別 予 算

国際放送による情報発信の強化

（単位 億円）

事 業 収 入

　　受　　　信　　　料
　　その他の事業収入

事 業 支 出

　　国　内　放　送　費
　　国　際　放　送　費
　　契　約　収　納　費
　　人　　　件　　　費
　　デジタル追加経費
　　予　　　備　　　費
　　減 価 償 却 費 等

事 業 収 支 差 金

建 　 設 　 費 750 △   40 △  5.1%

平成22年度
予 　算 　額

平成23年度
予 　算 　額 増 減 額区 　 　 分 増 減 率

（億円未満は切り捨てて表示しています）予算や決算に関する詳しい資料はＮＨＫのホームページでもご覧になれます。 http://www.nhk.or.jp/pr/

※1

平成２3年度 収支予算と事業計画〔要約〕

視聴者のみなさまの声を反映した業務運営
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平成23年度予算・事業計画のポイント

収支予算（一般勘定）

■ 平成23年度は、3か年経営計画の最終年度として、平成23年度は、3か年経営計画の最終年度として、
 　全組織をあげて計画の達成に向けた取り組みを進めていきます。 　全組織をあげて計画の達成に向けた取り組みを進めていきます。
 　〔経営２目標　① ＮＨＫへの接触者率８０％　② 受信料の支払率７５％〕〔経営２目標　① ＮＨＫへの接触者率８０％　② 受信料の支払率７５％〕
○テレビ放送の完全デジタル化に向け、国や民放等と連携した受信環境の整備などテレビ放送の完全デジタル化に向け、国や民放等と連携した受信環境の整備など
万全な対策の実施万全な対策の実施

○衛星放送をハイビジョン２波に再編し、テレビ４波の個性を発揮した放送サービスの実施衛星放送をハイビジョン２波に再編し、テレビ４波の個性を発揮した放送サービスの実施

○受信料の公平負担の徹底に向けた取り組みの強化と効率的な業務運営の推進○受信料の公平負担の徹底に向けた取り組みの強化と効率的な業務運営の推進

■事業収入は、前年度比で受信料など140億円の増収を見込んでいます。一方、事業収入は、前年度比で受信料など140億円の増収を見込んでいます。一方、
事業支出は、完全デジ事業支出は、完全デジタル化対策を強化しつつ経費の圧縮に努め、38億円のタル化対策を強化しつつ経費の圧縮に努め、38億円の
増加に抑えます。これにより、増加に抑えます。これにより、事業収支差金は前年度の赤字から40億円の黒事業収支差金は前年度の赤字から40億円の黒
字となり、これを債務償還に字となり、これを債務償還に充当します。充当します。

※１　給与および退職手当・厚生費
※２　地上デジタル放送設備投資181億円含む

※2［　］内は構成比率

人件費と減価償却費については
要員・施設に応じて配分しています。

事業支出
６，886億円

国内放送番組の
制作と送出
４，861億円 ［７0.7％］

事業の管理 
２57億円 ［3.7％］

財務費、特別支出、予備費
２28億円 ［３.3％］

広報活動 
71億円 ［1.0％］

受信サービス活動
343億円 ［5.0％］

受信契約および受信料の収納
757億円 ［１1.0％］

国際放送番組の制作と送出
１87億円 ［２.7％］

番組・放送技術の調査研究
１79億円 ［２.6％］

事業支出
６，886億円

●24時間英語ニュースや英語番組の充実、地域放送番組
の英語化など、日本・アジアの情報発信を強化します。

●ハイビジョン放送の地域を拡大するとともに、ニュース・
番組のインターネット配信をさらに充実します。

●海外で衛星放送やケーブルテレビなどの利用により
受信可能世帯を拡大します。
　（平成23年度末目標：約1億3,800万世帯）

「ＮＨＫワールドＴＶ」の受信環境整備地域

ふれあいミーティングＮＨＫふれあいセンター（新コールセンター）

24時間毎正時の英語ニュース

ＮＨＫスタジオパーク
アフレコ体験（アニメ）コーナーのイメージ

（10月新装オープン予定）

●経営改革の推進とともに、人材育成の強化とコンプライ
アンスの徹底により、組織風土の改革を進めます。

●ＮＨＫふれあいセンターやふれあいミーティングなどを
通して、視聴者のみなさまのご意見を迅速に経営へ反映
させます。

●放送体験コンテンツの充実など、ＮＨＫスタジオパーク
をデジタル時代にふさわしい施設にリニューアルします。

●ＮＨＫグループ全体で最適な経営を目指すとともに、
取引の競争を推進し、効率的な業務運営を図ります。

平成23年度以降の整備予定地域
平成22年度末までの整備地域

kudou.h-iq
テキストボックス
（ 資 料 － ２ ）



23年度は、経営計画の最終年度として、経営目標である「支払率75％」の達成に向け、契約・未収対策をさらに
強化します。予算は、22年度の6,550億円を130億円上回る6,680億円を目指します。

受信契約件数等の年間増減 （単位 万件）

 区　　　分 21年度決算 22年度予算 22年度見込  23年度予算

 受信契約件数 23 35 32 40

 年度末件数 3,685 3,722 3,717 3,757

 うち衛星契約 69 65 70 75

 年度末件数 1,456 1,517 1,526 1,601

 未 収 削 減 △　12 △　20 △　23 △　25

 年度末件数 231 203 208 183

  支  払  率  72% 73% 73% 75%

受 信 料 収 入 平成２3年度の主な番組など

テレビ放送の完全デジタル化に向けた取り組み “3-Screens”展開

受信料収入の推移
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22年度見込

地上デジタル放送

衛星デジタル放送

デジタル放送への円滑な移行に向けた各種施策を積極的に展開していきます。
　①国や民放等と連携した受信環境整備の支援
　②アナログ放送終了に向けた周知広報活動
　③新たな難視聴対策等のための設備の整備

直接受信
ケーブルテレビ

集合住宅
共聴設備

山間部等の共聴施設

ビル陰
共聴施設

デジタル中継局 衛星セーフティネット

インターネットを活用したサービス
○放送したニュースや番組関連情報、
緊急・災害情報、外国人向け情報など
を提供します。
○番組のオンデマンドサービスを実施し
ます。（番組アーカイブ業務勘定で実施）

ワンセグ放送
○総合・教育テレビとの同時放送を基本
に、教育テレビでは昼休み・深夜・週末
を中心に独自サービスを充実します。

  「ワンセグランチボックス」
　　　　　　　　　　　〈教育 月～金・後０時台〉

  「Shibuya Deep A」ワンセグ延長戦
　　　　　　　　　　　　　〈教育 土・前１時台〉 

“3-Screens”展開

確かな情報・
コンテンツを

それぞれのメディアの
利用形態にふさわしい形で提供
“公共の広場”の役割を果たす

携帯端末

テレビ

パソコン

大河ドラマ「江 ～姫たちの戦国～」

「ＡＫＢ４８の私たちの物語」 〈金（隔週）・後１０時台〉
「上地雄輔 ゆめゆめブログ」〈金（隔週）・後１０時台〉
「とことん○○」〈火～土・前０時台〉

F M

“本物志向の教養・娯楽”チャンネル
「紀行」「自然」「美術」「歴史」「宇宙」「音楽」「シアター」
の７つの分野の良質で多彩な番組

「ＢＳ時代劇」〈日・後６時台〉、「旅のチカラ」〈火・後８時台〉
「たけしアート☆ビート」〈水・後８時台〉
「コズミック フロント～発見！驚異の大宇宙～」〈火・後９時台〉

“

の

BS
プレミアム

「ひるブラ」〈総合  月～木・後０時台〉
「ろーかる直送便」〈総合  月～金・後３時台〉
「ドキュメント２０ｍｉｎ．」〈総合  月・前０時台〉
「ＢＳ列島ニュース」〈ＢＳ１  月～金・後１時台〉
「ここはふるさと旅するラジオ」〈ラジオ第１  月～金・後０時台〉

「 ブ 」

地域の情報を全国へ向けて積極的に発信します 「大英博物館 古代ギリシャ展」〈23年３～６月 神戸、７～９月 東京〉
「生誕100年 岡本太郎展」〈23年３～５月 東京〉
第３８回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール〈１０月 渋谷 放送センター〉
「ＮＨＫ防災キャンペーン」〈９月１日の「防災の日」を中心に、全国各地で展開〉
「地球エコイベント」〈６月の環境月間を中心に全国各地で開催〉　
第16回「ＮＨＫハート展」〈障害のある方の詩と著名人のアートを組み合わせた展覧会
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　23年３月～全国各地を巡回〉

「大英博物館 古代ギ

主なイベント・文化事業

“国際情報・スポーツ”チャンネル
「ワールドＷａｖｅ モーニング」〈月～土・前６時台〉
「ドキュメンタリーＷＡＶＥ」〈土・前０時台〉
「地球テレビ１００」〈土・後１０時台〉
ＭＬＢ、ＰＧＡ、プロ野球、Ｊリーグなど国内外のスポーツ中継

BS1

●放送開始８０周年（２３年４月）
｢攻略！英語リスニング｣〈土・日・後０時台〉
「カルチャーラジオ 詩歌を楽しむ」〈金・後８時台〉

●
ラジオ第2

「大！天才てれびくん」〈月～木・後６時台〉
「資格☆はばたく」〈木・前０時台〉
「白熱教室」〈日・後６時台〉
「１００分de名著」〈水・後１０時台〉

教　育

「おひさま －連続テレビ小説－」〈月～土・前８時台〉
大河ドラマ「江 ～姫たちの戦国～」〈日・後８時台〉
スペシャルドラマ「坂の上の雲」（第３部）〈１２月〉
「ニュース 深読み」〈土・前８時台〉
「サキどり」〈日・前８時台〉
「仕事ハッケン伝」〈木・後８時台〉
「ディープピープル」〈月・後１０時台〉

総　合

「カケダセ！」「みんなで科学 ラボラジオ」〈土・前９時台〉
「昭和歌謡ショー」〈木・後９時台〉
「エレうた！」「渋谷アニメランド」〈土・後１０時台〉

ラジオ第1

番組ラインナップを充実し、
利用者の拡大を目指します。

「見逃し番組」
「大河ドラマ」などの番組を放送後１４日間程
度ご覧いただけます。

「特選プレミアム」
新着番組や海外ドラマなどをご覧いただけます。

「特選ライブラリー」
過去の名作ドラマや大型ドキュメンタリー番組
などをご覧いただけます。

いつでも、どこでも、NHKの信頼できる確かな情報・コンテンツをお届けします。

《４月１日から衛星放送をハイビジョン２波に再編》

15～21年度は決算額

22年度予算
事業費 327億円
建設費 387億円
合　計 715億円

23年度予算
349億円
181億円
530億円

「見逃し見放題パック」や「特選見放題パック」
もご利用いただけます。

（有料配信する動画サービス）
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「資格☆はばたく」〈木・前０時台〉
「白熱教室」〈日・後６時台〉
「１００分de名著」〈水・後１０時台〉

教　育

「おひさま －連続テレビ小説－」〈月～土・前８時台〉
大河ドラマ「江 ～姫たちの戦国～」〈日・後８時台〉
スペシャルドラマ「坂の上の雲」（第３部）〈１２月〉
「ニュース 深読み」〈土・前８時台〉
「サキどり」〈日・前８時台〉
「仕事ハッケン伝」〈木・後８時台〉
「ディープピープル」〈月・後１０時台〉

総　合

「カケダセ！」「みんなで科学 ラボラジオ」〈土・前９時台〉
「昭和歌謡ショー」〈木・後９時台〉
「エレうた！」「渋谷アニメランド」〈土・後１０時台〉

ラジオ第1

番組ラインナップを充実し、
利用者の拡大を目指します。

「見逃し番組」
「大河ドラマ」などの番組を放送後１４日間程
度ご覧いただけます。

「特選プレミアム」
新着番組や海外ドラマなどをご覧いただけます。

「特選ライブラリー」
過去の名作ドラマや大型ドキュメンタリー番組
などをご覧いただけます。

いつでも、どこでも、NHKの信頼できる確かな情報・コンテンツをお届けします。

《４月１日から衛星放送をハイビジョン２波に再編》

15～21年度は決算額

22年度予算
事業費 327億円
建設費 387億円
合　計 715億円

23年度予算
349億円
181億円
530億円

「見逃し見放題パック」や「特選見放題パック」
もご利用いただけます。

（有料配信する動画サービス）



業務 別 予 算

国際放送による情報発信の強化

（単位 億円）

事 業 収 入

　　受　　　信　　　料
　　その他の事業収入

事 業 支 出

　　国　内　放　送　費
　　国　際　放　送　費
　　契　約　収　納　費
　　人　　　件　　　費
　　デジタル追加経費
　　予　　　備　　　費
　　減 価 償 却 費 等

事 業 収 支 差 金

建 　 設 　 費 750 △   40 △  5.1%

平成22年度
予 　算 　額

平成23年度
予 　算 　額 増 減 額区 　 　 分 増 減 率

（億円未満は切り捨てて表示しています）予算や決算に関する詳しい資料はＮＨＫのホームページでもご覧になれます。 http://www.nhk.or.jp/pr/

※1

平成２3年度 収支予算と事業計画〔要約〕

視聴者のみなさまの声を反映した業務運営

6,926

6,680
246

6,886

2,837
142
597

1,821
286
50

1,151

40

790

6,786

6,550
236

6,847

2,848
139
583

1,823
252
30

1,169

△   61

140

130
   9

38

△   10
2
13

△     2
34
20

△   18

101

2.1%

2.0%
4.2%

0.6%

△  0.4%
2.1%
2.3%

 △  0.1%
13.5％
66.7%
△  1.6%

平成23年度予算・事業計画のポイント

収支予算（一般勘定）

■ 平成23年度は、3か年経営計画の最終年度として、平成23年度は、3か年経営計画の最終年度として、
 　全組織をあげて計画の達成に向けた取り組みを進めていきます。 　全組織をあげて計画の達成に向けた取り組みを進めていきます。
 　〔経営２目標　① ＮＨＫへの接触者率８０％　② 受信料の支払率７５％〕〔経営２目標　① ＮＨＫへの接触者率８０％　② 受信料の支払率７５％〕
○テレビ放送の完全デジタル化に向け、国や民放等と連携した受信環境の整備などテレビ放送の完全デジタル化に向け、国や民放等と連携した受信環境の整備など
万全な対策の実施万全な対策の実施

○衛星放送をハイビジョン２波に再編し、テレビ４波の個性を発揮した放送サービスの実施衛星放送をハイビジョン２波に再編し、テレビ４波の個性を発揮した放送サービスの実施

○受信料の公平負担の徹底に向けた取り組みの強化と効率的な業務運営の推進○受信料の公平負担の徹底に向けた取り組みの強化と効率的な業務運営の推進

■事業収入は、前年度比で受信料など140億円の増収を見込んでいます。一方、事業収入は、前年度比で受信料など140億円の増収を見込んでいます。一方、
事業支出は、完全デジ事業支出は、完全デジタル化対策を強化しつつ経費の圧縮に努め、38億円のタル化対策を強化しつつ経費の圧縮に努め、38億円の
増加に抑えます。これにより、増加に抑えます。これにより、事業収支差金は前年度の赤字から40億円の黒事業収支差金は前年度の赤字から40億円の黒
字となり、これを債務償還に字となり、これを債務償還に充当します。充当します。

※１　給与および退職手当・厚生費
※２　地上デジタル放送設備投資181億円含む

※2［　］内は構成比率

人件費と減価償却費については
要員・施設に応じて配分しています。

事業支出
６，886億円

国内放送番組の
制作と送出
４，861億円 ［７0.7％］

事業の管理 
２57億円 ［3.7％］

財務費、特別支出、予備費
２28億円 ［３.3％］

広報活動 
71億円 ［1.0％］

受信サービス活動
343億円 ［5.0％］

受信契約および受信料の収納
757億円 ［１1.0％］

国際放送番組の制作と送出
１87億円 ［２.7％］

番組・放送技術の調査研究
１79億円 ［２.6％］

事業支出
６，886億円

●24時間英語ニュースや英語番組の充実、地域放送番組
の英語化など、日本・アジアの情報発信を強化します。

●ハイビジョン放送の地域を拡大するとともに、ニュース・
番組のインターネット配信をさらに充実します。

●海外で衛星放送やケーブルテレビなどの利用により
受信可能世帯を拡大します。
　（平成23年度末目標：約1億3,800万世帯）

「ＮＨＫワールドＴＶ」の受信環境整備地域

ふれあいミーティングＮＨＫふれあいセンター（新コールセンター）

24時間毎正時の英語ニュース

ＮＨＫスタジオパーク
アフレコ体験（アニメ）コーナーのイメージ

（10月新装オープン予定）

●経営改革の推進とともに、人材育成の強化とコンプライ
アンスの徹底により、組織風土の改革を進めます。

●ＮＨＫふれあいセンターやふれあいミーティングなどを
通して、視聴者のみなさまのご意見を迅速に経営へ反映
させます。

●放送体験コンテンツの充実など、ＮＨＫスタジオパーク
をデジタル時代にふさわしい施設にリニューアルします。

●ＮＨＫグループ全体で最適な経営を目指すとともに、
取引の競争を推進し、効率的な業務運営を図ります。

平成23年度以降の整備予定地域
平成22年度末までの整備地域


	平成23年度 収支予算と事業計画
	平成23年度予算・事業計画のポイント
	収支予算 （一般勘定 ）
	受信料収入
	テレビ放送の完全デジタル化に向けた取り組み
	平成23年度の主な番組など
	“3-Screens”展開
	国際放送による情報発信の強化
	視聴者のみなさまの声を反映した業務運営
	業務別予算





