
注　記　事　項

（一般勘定）

Ⅰ．重要な会計方針

当事業年度より、改訂後の独立行政法人会計基準を適用して、財務諸表等を作成しております。

１ ．運営費交付金収益の計上基準

費用進行基準を採用しております。

２ ．減価償却の会計処理方法

有形固定資産

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。

４ ～ ４７ 年

３５ 年

３ 年

６ 年

２ ～ １５ 年

３ ．引当金の計上基準

（１） 賞与引当金

（２） 退職給付引当金

４ ．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）により評価しております。

５ ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

　移動平均法による低価法により評価しております。

６ ．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、事業年度末に在職する職員につい
て、当期末の引当外賞与見積額から前期末の引当外賞与見積額を控除して計算しております。

主たる業務である研究開発関連業務については費用進行基準を採用しておりますが、これは業務達
成基準及び期間進行基準を採用することについて、研究開発に係る業務と費用の対応関係が必ずし
も明らかでない理由により困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためです。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第３８に基
づき計算された退職一時金及び厚生年金基金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しておりま
す。

車 両 運 搬 具

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

　定額法を採用しております。

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計
上しておりません。

厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金基金への掛金及
び年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりま
せん。

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工 具 器 具 備 品

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８7）の減価償却相当額については、損益外減価
償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。



７ ．ヘッジ会計の方法

（１） ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

（２） ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・為替予約取引

　ヘッジ対象・・・排出削減単位取得等業務により生じる外貨建金銭債務

（３） ヘッジ方針

８ ．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

９ ．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

（１） 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

　１０年利付国債の平成２２年３月末利回りを参考に１．３９５％で計算しております。

（２） 国又は地方公共団体の財産の無償貸借取引の機会費用

　無償使用している財産については、減価償却費相当額を計上しております。

（３） 国からの出向職員の機会費用

　引当外退職給付増加見積額には、国からの出向職員に係る見積額が含まれております。

国からの出向職員に係る見積額

１０ ．消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

Ⅱ．貸借対照表注記

１ ．運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額

２ ．運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額

３ ．固定資産の減損
（１） 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

工具器具備品

研修施設備品

土地

研修施設敷地

職員宿舎敷地

倉庫兼宿舎敷地

固定資産の種類及び用途

建物

研修施設

倉庫兼宿舎

構築物

研修施設塀

機械及び装置

研修施設厨房設備

80,455円　

80,455円　東京都港区白金台4丁目273番57

159,830,700円　

24,878,200円　

23,024,070円　

東京都港区白金台4丁目273番57

東京都世田谷区祖師谷1丁目149番1，13，14

東京都世田谷区桜新町1丁目495番6，10

447,220円　

447,220円　

207,732,970円　

東京都港区白金台4丁目273番57

帳簿価額

57,052,115円　

57,052,115円　

場　　所　　

東京都港区白金台4丁目273番57

0円　

393,621円　

393,621円　

東京都世田谷区桜新町1丁目495番10

東京都港区白金台4丁目273番57

排出削減単位取得等業務における外貨建取引については、外国為替相場の変動に起因する損失の可
能性を減少させる事を目的として為替予約をしており、当該為替予約については、関係諸法令に基づき、
ヘッジ会計を適用しております。

排出削減単位取得等業務により生じる外貨建金銭債務の為替変動によるリスクをヘッジする目的で
行っております。

2,322,677,526円　

19,322,736円　

64,935,961円　

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は手元現金及び随時引き出し可能な預金からなっており
ます。



（２）  減損の認識に至った経緯

（３）

　建物　（研修施設）

　構築物（研修施設塀）

　機械及び装置（研修施設厨房設備）

　工具器具備品（研修施設備品）

（４） 回収可能サービス価額が、正味売却価額である場合には、その旨及び算定方法の概要

Ⅲ．キャッシュ・フロー計算書注記

資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

Ⅳ．有価証券関係

１ ．満期保有目的の債券で時価のあるもの

２ ．満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

Ⅴ．金融商品関係

１ ．金融商品の状況に関する事項

研修施設に関する以下の資産については、全体で一つのサービスを提供する施設であるた
め、一体として減損の判定を行いました。

減損の対象とした資産は、使用の停止と売却処分を決定しましたので、回収可能サービス価
額を正味売却価額とし、その算定にあたっては、不動産鑑定士による鑑定評価を行い、平成２
０年度決算において減損損失累計額を計上しました。

　当法人は、資金運用については短期的な預金及び公社債等に限定しております。
　未収債権等に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。また、投
資有価証券は、独立行政法人通則法第４７条の規定等に基づき、公社債及び格付投資情報センター（Ｒ
＆Ｉ）ＢＢＢ格以上の社債のみを保有しており株式等は保有しておりません。

1,633,646,640円　

40,694,721,354円　

△ 39,061,074,714円　
資 金 期 末 残 高

現 金 及 び 預 金

定 期 預 金

減損の認識を行った固定資産については、不用資産として売却処分方針を決定し、平成２０
年９月１日及び平成２０年１２月８日に売却入札公告を開始したため減損を認識しました。

複数の固定資産を一体として判定した資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提
供するものと認めた理由

債券

区分

当事業年度
（平成２２年３月３１日）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額（円）

貸借対照表日
における時価（円）

差額（円）

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

300,000,000 304,740,000 4,740,000

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超　

（単位：円）

　その他 - 300,000,000 - - 

平成２１年度においては、正味売却価額が帳簿価額を下回らないと認められるため、減損損
失額は計上しておりません。



２ ．金融商品の時価等に関する事項

　期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(注1）負債に計上されているものは、(　）で示しております。

(注2）金融商品の時価の算定方法及び有価証券等に関する事項

(1)  現金及び預金、(2)未収金

(3)  有価証券及び投資有価証券

(4)  未払金

(5)  為替予約

（単位：円）

　※1　取引先金融機関から提示された価格等によっております。

（注3）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

（単位：円）

（※） 敷金・保証金については、将来のキャッシュ・フローの発生時期を適切に算定することは困難で
あり、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ
ん。

-4,431,121,500 4,045,890,016　　ユーロ

繰延ヘッジ
処理

排出削減単
位取得等業
務による外貨
建金銭債務

※1

為替予約取引

デリバティブ
取引の種類等

契約額等主なヘッジ
対象 時価

区分 貸借対照表計上額

（単位：円）

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注3）を参
照のこと。）

0

(3)有価証券及び投資
有価証券（満期保有
目的債券）

300,000,000 304,740,000 4,740,000

当該時価の
算定方法

(2)未収金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。

これらの時価について、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ
ております。

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

敷金・保証金　（※） 157,201,684

(4)未払金 (3,473,699,958) (3,473,699,958)

　買建

うち1年超

(385,231,484) (385,231,484) (0)(5)為替予約(負債）

1,856,969,737 01,856,969,737

(1)現金及び預金 40,694,721,354 40,694,721,354

ヘッジ会計
の方法

繰延ヘッジ処理における決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等
は次のとおりです。

(0)



Ⅵ．賃貸等不動産関係

（単位：円）

（注１）

（注２）

（注３）

（単位：円）

（※１）

（※２）

Ⅶ．退職給付関係

退職給付関係については、法人単位注記事項に記載しております。

Ⅷ．重要な債務負担行為

該当事項はありません。

Ⅸ．重要な後発事象

該当事項はありません。

遊休資産のため、賃貸収益は発生しておりません。

△ 936,288 265,178,706 351,265,112 

費用等については、損益計算書上の費用に加え、損益外減価償却額（936,288円）も含まれま
す。

減価償却による減少（研修施設）　　　　936,288円

貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ
ります。

当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりであります。

当期末の時価は主として不動産鑑定評価額を基礎として算定しております。

その他

（売却損益等）

- 4,394,810 - 

賃貸費用賃貸収益

当機構は、東京都その他の地域において、研修施設、職員宿舎敷地及び倉庫敷地等を有しておりま
す。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。

　また、賃貸等不動産に関する平成22年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

前期末残高 当期増減額 当期末残高
当期末の時価

貸借対照表計上額

266,114,994 


