
 2022年7月30日（土）～8月3日（水）

とやま世界こども舞台芸術祭
マスコットキャラクター

PAT（パット）ちゃん

30 July (Sat.)～3 August (Wed.),2022

The World Festival of Children's Performing Arts in Toyama, 2022

第4回とやま世界こども舞台芸術祭（PAT2022）

ご協賛のお願い

とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会
〒930-0096　富山県富山市舟橋北町 7-1　富山県教育文化会館内
ＴＥＬ：076-441-8635（内線 123）　ＦＡＸ：076-442-4635
Eメール：info@pat.or.jp　http://www.pat.or.jp/

協賛者
（法人・個人）

PAT
実行委員会

独立行政法人
国際交流基金

税務署

①協賛金

④領収書

⑤申告
　（領収書添付）

②協賛金払込

③領収書

寄附金の種類

寄附金の種類

特定寄附金
一般の寄附金

法人の場合（法人税） 個人の場合（所得税）

特定寄附金

一般の寄附金とは別枠で損金算入限
度額まで損金算入
※特定公益増進法人への寄附金のう
ち、特別損金算入限度額を超える部
分の金額は、一般の寄附金の額に含
めて限度額を計算

所得の40％を上限として、寄附の合計
金額から 2千円を差し引いた金額が所
得控除の対象

一般の寄附金 損金算入限度額まで損金算入 控除なし
※損金算入限度額は、企業の資本等の金額やその年度の所得の金額により変動しますので、ご利用に当たっては、
事前に所管の税務署等にご確認願います。
※個人の場合、2021年12月までに収めていただいた寄附金は、2021年分の寄附金となるため、2022年 2 月16日か
ら 3月15日までに領収書を添付して、所管の税務署に申告してください。

特定寄附金について（10万円以上の協賛者様対象）

　「（独）国際交流基金特定寄附金制度」は、一般の寄附金受付制度とは別に、日本国内の企業・個人
から、特定の国際文化交流事業に対する寄附金を受け入れ、その寄附金を原資として当該事業への
助成金を交付する制度です。
　PAT2022事業はこの特定寄附金制度の対象となっているため、次のとおり税制上の優遇措置を
受けることができます。
　この制度を利用される場合、お申込みいただいた協賛金は、PAT実行委員会事務局でとりまとめ
て国際交流基金へ送金します。後日、国際交流基金の名前で領収書が発行されますので、それぞれ
の所管の税務署へ申告してください。

◎寄附の流れ

◎税制上の優遇措置

◇寄附金控除の計算方法
【法人の場合】

【個人の場合】

《計算例》10万円を寄附いただいた場合
　　　　　【寄附金控除額】（10万円－ 2千円）＝ 9万 8千円
※詳細は、国税庁のホームページ「タックスアンサー」をご参照ください。

損金算入限度額

（資本等の金額×当期の月数/12×0.375%＋所得の金額×6.25%）×1/2
（資本等の金額×当期の月数/12×0.25%＋所得の金額×2.5%）×1/4

《計算例》資本金1,000万円の会社が年間所得金額が500万円だったときに、20万円の寄附をした場合
　　　　　　【特定寄附金算入限度額Ａ】　（1,000万円×0.375%+500万円×6.25%）×1/2＝17.5 万円
　　　　　　【一般損金算入限度額　Ｂ】　（1,000万円×0.25% +500万円×2.5%）  ×1/4＝ 3.75万円
　　　　　　　　⇒　【損金算入限度額（Ａ＋Ｂ）】　17.5万円＋3.75万円＝21.25万円

寄附金控除額：寄附金の合計額（所得の40％が上限）－ 2千円



個人　1口　　5,000 円単位
法人　1口　100,000 円単位

2022（令和 4）年 7月 29 日（金）まで

【銀行振込】銀行振込口座名 ： とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会
　　　　　　　　　　　 （トヤマセカイコドモブタイゲイジュツサイジッコウイインカイ）
北陸銀行県庁内支店
普通預金 ： 5023940

富山銀行諏訪川原支店
普通預金 ： 2127552

富山第一銀行富山駅前支店
普通預金 ： 298867

富山信用金庫奥田支店
普通預金 ： 0413180

高岡信用金庫富山支店
普通預金 ： 0725634

富山県信用組合本店営業部
普通預金 ： 2549563

【郵便振替】郵便振替口座名：とやま世界こども舞台芸術祭
　　　　　　　　　　 （トヤマセカイコドモブタイゲイジュツサイ）
記号・番号 ： 00770-1-75873

募 集 金 額

募　集　期　間

なお、ご協力いただきました方々のご芳名は、

舞台芸術祭終了後編纂します記録誌に掲載させていただきます。

協賛金申込書

とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会 宛

第 4回とやま世界こども舞台芸術祭（PAT2022）開催の趣旨に賛同し、
下記の方法で協賛金を申し込みます。

　口数　　　　　　　　　口

　金額　　　　　　　　　円

払 込 日　　　　　　　　年　　　月　　　日

払込方法　〔銀行振込（　　　　）銀行　・　郵便振替　・　現　金〕

　　　　　払込方法は、いずれかを○で囲んでください。

10万円以上の協賛者様へ（特定寄附金制度について）
　PAT2022 事業は「独立行政法人国際交流基金の特定寄附金制度」の対象となっているため、税制上の優遇措置を
受けることができます。当該制度の利用の有無について、裏面“特定寄附金について”をご一読の上、下記にご回答
をお願いいたします。

【問①】「（独）国際交流基金の特定寄附金制度」の利用について

（いずれかの数字を○で囲んでください。）
　　　１．利用する　　（⇒【問②】もご回答ください）

　　　２．利用しない

【問②】（独）国際交流基金の広報媒体（HP等）での氏名や金額等の公表について

（いずれかの数字を○で囲んでください。）
　　　１．公表してもよい　　　　　２．公表しない

　　　　　〒

ご 住 所

ご 芳 名

ご連絡先（　　　－　　　－　　　　）

　　年　　月　　日

協賛金振込先

扱
者

〈協賛金申込書ご提出先〉
とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会
郵送先：〒930-0096　富山県富山市舟橋北町 7-1

富山県教育文化会館内
　　　：076-442-4635
　　　：info@pat.or.jp

（※Eメールの場合は、申込書に記載の事項を本文にご明記いただければ幸いです。）

F A X
Eメール

第 4回とやま世界こども舞台芸術祭（PAT2022）
ご協賛のお願い

　第 4 回とやま世界こども舞台芸術祭（PAT2022）の協賛金を募集いたし
ます。
　いただいた協賛金は、第 4回とやま世界こども舞台芸術祭（PAT2022）の
準備開催費用として、実行委員会により適正に運営いたします。
　何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。
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