
注　記　事　項

（電源利用勘定）

Ⅰ．重要な会計方針

１． 運営費交付金収益の計上基準

（会計方針の変更）

２． 減価償却の会計処理方法
　　　　有形固定資産

　　定額法を採用しております。
　　なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。

７ ～ １８ 年
　６ 年

２ ～ １５ 年

３． 引当金の計上基準
　　（１） 賞与引当金

　　役職員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

　　（２） 退職給付引当金

４． 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。

５． 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

６． キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

７． 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） 国又は地方公共団体からの出向職員の機会費用

国又は地方公共団体からの出向職員に係る見積額

　　（２） 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２９年３月末利回りを参考に０．０６５％で計算しております。

　　引当外退職給付増加見積額には、国又は地方公共団体からの出向職員に係る見積額が含まれており
　ます。

11,926円　

　　　　　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。

　　　　　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。

　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9
　年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
　　過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（8年）による定額法によ
　り按分した額をそれぞれ発生した事業年度から費用処理しております。

　　役員及び職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
　額に基づき計上しております。なお、当期より運営費交付金による財源手当がなされないこととなったこと
　に伴い引当金を計上しております。
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
　は期間定額基準によっております。

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。

建 物
車 両 運 搬 具

　　　　　業務達成基準を採用しております。
　　　　　なお、管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。

　運営費交付金収益の計上基準については、前事業年度まで費用進行基準を採用しておりましたが、独立
行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、業務達成基準を採用しております。なお、管理部門
の活動については期間進行基準を採用しております。この結果、当事業年度の経常利益及び当期純利益
並びに行政サービス実施コストに与える影響額は軽微であります。

　　　「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法
　　人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、「独立行政法人会計
　　基準等」という）を適用して、財務諸表等を作成しております。
　　　ただし、「独立行政法人会計基準」第４３（注解３９）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正
　　する法律」の附則第８条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基
　　づくセグメント情報の開示を行っております。



８． 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
　　　該当事項はありません。

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
　　　該当事項はありません。

Ⅴ．金融商品関係
１． 金融商品の状況に関する事項

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等に関する事項
　　（１）現金及び預金、（２）未収金及び（３）未払金

（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）

Ⅵ．退職給付関係
１． 採用している退職給付制度の概要

　　　　　当機構は、役員及び職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制
　　　　度を採用しております。
　　　　　退職一時金制度（非積立型制度である。）では、退職給付として、国立研究開発法人新エネルギー・産業
　　　　技術総合開発機構役員退職手当規程及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構職員
　　　　退職手当規程に基づき給付しております。
　　　　　企業年金制度（積立型制度である。）では、経済産業関係法人企業年金基金に加入しております。同基金
　　　　は、平成２７年４月１日に通産関係独立行政法人厚生年金基金から、確定給付企業年金と確定拠出年金の
　　　　複合型の新制度に移行したものであります。なお、同厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣
　　　　から平成２６年３月１日付けで将来分支給義務免除の認可を受け、平成２７年４月１日に過去分支給義務免
　　　　除の認可を受けております。

（※）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。

敷金・保証金　（※） 121,522,904
区分 貸借対照表計上額

　 これらについては、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
額をもって時価としております。

(３)未払金 (13,984,403) (13,984,403) (-)
(２)未収金 10,950,525 10,950,525 -
(１)現金及び預金 867,509,945 867,509,945 -

区分 貸借対照表計上額 時価 差額
（単位：円）

　　　　　未収債権等に係る顧客の信用リスクは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構債権
　　　　管理規程等に沿ってリスク低減を図っております。

　　　　　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。）

　　　　　当機構は、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。

資 金 期 末 残 高 52,509,945円　
定 期 預 金 △ 815,000,000円　
現 金 及 び 預 金 867,509,945円　



２． 確定給付制度
　　（１） 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　期首における退職給付債務
　勘定間按分率変更に伴う変動額
　勤務費用
　利息費用
　数理計算上の差異の当期発生額
　退職給付の支払額
　期末における退職給付債務

　　（２） 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　期首における年金資産
　勘定間按分率変更に伴う変動額
　期待運用収益
　数理計算上の差異の当期発生額
　事業主からの拠出額
　退職給付の支払額
　制度加入者からの拠出額
　期末における年金資産

　　（３） 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
　積立型制度の退職給付債務
　年金資産
　積立型制度の未積立退職給付債務
　非積立型制度の未積立退職給付債務
　小計
　未認識数理計算上の差異
　未認識過去勤務費用
　貸借対照表に計上された負債と資産の純額
　退職給付引当金
　前払年金費用
　貸借対照表に計上された負債と資産の純額

　　（４） 退職給付に関連する損益
　勤務費用
　利息費用
　期待運用収益
　数理計算上の差異の費用処理額
　過去勤務費用の費用処理額
　損益計算書退職給付費用計上額　計（※）
　（※）損益計算書の退職給付費用（業務費及び一般管理費）のうち確定給付制度に関するもの
      　 の合計となっております。

　運営費交付金による財源手当がなされないこととなったことに伴う
　期首引当金計上額（※）
　（※）損益計算書の退職給付引当金繰入額（臨時損失）となっております。

　　（５） 年金資産の主な内訳
　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。
　債券 20%
　株式 19%
　保険資産(一般勘定) 11%
　その他 6%
　代行返上に伴う責任準備金前納額 44%
　　合　計 100%

　　（６） 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　　（７） 数理計算上の計算基礎に関する事項
　割引率
　長期期待運用収益率

0.6%
2.0%

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

727,674円　

25,402円　

15,399円　
△ 23,100円　

9,031円　
△ 16,640円　

689,107円　

40,712円　

689,107円　
- 円　

689,107円　
132,119円　

634,349円　
△ 77,361円　

86,107円　
548,242円　

941,895円　
△ 855,788円　

855,788円　

△ 24,444円　
7,023円　

△ 624,935円　
11,628円　

16,640円　

14,781,990円　

1,490,137円　

△ 13,312,114円　

446,290円　
△ 76,785円　

47,735円　
9,031円　

25,200,346円　
△ 24,136,480円　



３． 確定拠出制度
　　　　　当機構の確定拠出制度への要拠出額は、1,522円でありました。（※）
　　　　　（※）損益計算書の退職給付費用（業務費及び一般管理費）のうち確定拠出制度に関するものの
　　　　　　　　合計となっております。

Ⅶ．重要な債務負担行為
　　　該当事項はありません。

Ⅷ．資産除去債務関係

Ⅸ．重要な後発事象
　　　該当事項はありません。

Ⅹ．その他独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報
　　　該当事項はありません。

　　　当機構は、神奈川県その他の地域において、事務所等の不動産賃借契約に基づき、事務所等の退去時にお
　　ける原状回復に係る債務を有しております。また「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 （平成２２
　　年１２月７日閣議決定）に基づき、事務所等の移転も含めた検討があり得ますが、移転時期が未定であることか
　　ら、当該債務に関連する賃借資産の使用時期が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積ることができませ
　　ん。そのため、当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。


