
注　記　事　項

（法人単位）

Ⅰ．重要な会計方針
１．運営費交付金収益の計上基準

　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。

２．減価償却の会計処理方法
　（１）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。

8 ～ 18 年
6 年

2 ～ 15 年

　（２）無形固定資産
　定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
　（１）貸倒引当金

　（２）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。

　（３）退職給付引当金

　（４）保証債務損失引当金

４．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）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

工 具 器 具 備 品
車 両 運 搬 具
建 物

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

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。
なお、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、当期末に在職する役職員につ

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収

しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（3～5年）に基づいて償却

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。
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

ります。

込額に基づき計上しております。

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

す。
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を勘案し、損失負担見積額を計上しておりま

見込額を控除して計算しております。
年金基金に係る債務については、年金債務に係る当期末の退職給付見込額から前期末の退職給付

付見込額を控除した額から、退職者に係る前期末退職給付見込相当額を控除して計算しております。
務については、事業年度末に在職する職員について、当期末の退職給付見込額から前期末の退職給

また、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、退職一時金に係る債
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。

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
す。
（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

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
ては期間定額基準によっております。

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
により財源措置がなされる分については引当金は計上しておりません。

ただし、退職一時金及び年金基金から支給される年金給付に係る引当見込額のうち、運営費交付金



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）国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）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

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
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

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

（単位：円）

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額
（単位：円）

Ⅴ．金融商品関係
１．金融商品の状況に関する事項

　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。

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

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

資 金 期 末 残 高 87,457,755,757円　
現 金 及 び 預 金 87,457,755,757円　

3,295,945,572円　

343,954,442円　

平成31年4月5日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて
（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0％で計算しています。

54,190,900円　

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

1,000,000,000 999,500,000 △ 500,000

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

6,599,197,300 6,670,850,000 71,652,700

区分
期末日における

貸借対照表計上額
期末日における

時価
差額

区分 1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超

合計 7,599,197,300 7,670,350,000 71,152,700

　地方債 - 800,000,000 - - 
債券 1,600,000,000 6,000,000,000 - - 

　その他 1,600,000,000 3,500,000,000 - - 
　社債 - 1,700,000,000 - - 

規定等に基づき、地方債及び政府保証債等のみを保有しており株式等は保有しておりません。
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

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



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。

（単位：円）

（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、（５）未払金

（３）有価証券及び投資有価証券

（４）破産更生債権等

（６）債務保証

（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

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
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

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

のこと。）
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

　　 貸倒引当金 △ 38,149,931
（２）未収金 237,562,837
（１）現金及び預金 87,457,755,757 87,457,755,757 -

（４）破産更生債権等 1,239,972

（３）有価証券及び投資有価証
券（満期保有目的債券）

7,599,197,300 7,670,350,000 71,152,700
199,412,906 199,412,906 -

（５）未払金 (26,658,133,048) (26,658,133,048) (-)
- - -

　　 貸倒引当金 △ 1,239,972

破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決

ります。
有価証券及び投資有価証券については、取引金融機関から提示された価格をもって時価としてお

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。
びエネルギー需給勘定を除く未収金並びに未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳
を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。現金及び預金、一般勘定及
て貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額

未収金のうち、一般勘定及びエネルギー需給勘定に係るものについては、回収見込額等に基づい

（６）債務保証 (807,627,600) (807,627,600) (-)

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
敷金・保証金（※） 635,857,322

区分 貸借対照表計上額

時価としております。
債務保証については、保証債務の履行可能性に基づいて計上した保証債務損失引当金をもって

もって時価としております。
算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額を

は、確定給付企業年金と確定拠出年金の複合型の制度であります。
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

退職手当規程に基づき給付しております。
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
度を採用しております。

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

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。

5,148,839,350円　
△ 255,711,526円　

933,754円　
30,789,088円　

238,016,301円　
5,134,811,733円　



　（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
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
負債と資産の純額
運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 （※）
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
退職給付費用　計
運営費交付金対象勘定に係る退職給付費用
運営費交付金対象勘定に係る一時金及び掛金支払額
損益計算書退職給付費用計上額　計（※）
（※）

按分率変更に伴う退職給付引当金の按分損益
運営費交付金対象勘定に係る按分率変更に伴う退職給付引当金の
按分損益
按分率変更に伴う損益計算書退職給付引当金の按分損益計上額（※）

（※）損益計算書の退職給付引当金戻入益（臨時利益）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
株式
保険資産(一般勘定)
その他
　合　計

　（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

３．確定拠出制度
　当機構の確定拠出制度への要拠出額は、8,161,575円でありました。（※）

なっております。

△ 24,960,759円　
41,517,362円　

2,124,831,135円　

3,053,021,595円　
2,783,954,948円　

269,066,647円　
△ 2,095,817,755円　

2,364,884,402円　

2,095,817,755円　
10,419,520円　

△ 125,971,282円　
69,981,779円　

運営費交付金により財源措置がなされる一般勘定及びエネルギー需給勘定について
2,638,867円　

- 円　
2,638,867円　

2,638,867円　
△ 3,295,945,572円　

3,298,584,439円　
503,012,120円　

△ 257,449,276円　

197,172,069円　
△ 109,641,280円　

109,725,384円　
△ 126,114,480円　

21,367,126円　
△ 41,517,362円　

30,789,088円　
225,201,012円　

は、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

35%
38%

△ 9,142,701円　

- 円　
△ 9,142,701円　

のの合計となっております。
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

197,256,173円　

（※）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

2.0%
0.6%

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。
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

100%
8%

19%



Ⅶ．重要な債務負担行為
　債務保証

Ⅷ．資産除去債務関係

Ⅸ．不要財産に係る国庫納付等関係
① 資産種類 現金及び預金
② 資産名称

（１）取得価額
（２）減価償却 -
（３）帳簿価格

④ 不要財産となった理由

⑤ 国庫納付等の方法

⑥ 譲渡収入の額 -
⑦ 控除費用 -

（１）国庫納付額
　　 納付年月日
（２）地方公共団体への払戻額 -
　　 納付年月日 -
（３）その他民間等への払戻額 -
　　 納付年月日 -

⑨ 減資額 -
⑩ 備考 -

Ⅹ．重要な後発事象

Ⅺ．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
１．調査継続中の助成事業について

庫に返納しております。

２．特定公募型研究開発業務勘定の設置について

855,413,100円　

第4期中長期計画において「基盤技術研究促進勘定において、償還期限を迎えた保有有価証券に係る政府
出資金については、順次、国庫納付を行うこととする。」とされており、当事業年度に2,400,000,000円の保有有
価証券が償還期限を迎えたことから、これについて平成31年4月8日付けで経済産業大臣あて不要財産
の国庫納付に係る通知を行い、同年4月23日付けで国庫納付及び減資を行っております。

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。
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
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
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

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

平成31年3月26日

前中長期目標期間内に額の確定を行うことができ
なかった助成金について、その一部の額が確定し
返還を受けたことから、対応する前中長期目標期
間繰越積立金及びこれに付随する雑益の相当額
が不要と認められたため
独立行政法人通則法第46条の2第1項に基づく
金銭による納付

⑧
国庫納付等の額
納付等年月日

618,040,382円

現金及び預金

③ 帳簿価格
618,040,382円

618,040,382円

きないため、調査が完了していない範囲についてはこの影響を財務諸表に反映しておりません。
なお、上記に伴い当事業年度末においても平成29事業年度の検査が未了となっている額の上限は

559,089,359円です。

平成30事業年度より、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第17条第2項の規定に
基づき、特定公募型研究開発業務について特別の勘定を設けて経理することとなりました。
　なお、当該勘定の当事業年度の会計期間は、平成31年3月27日から平成31年3月31日までであります。

当機構は、株式会社PEZY Computing （以下「ペジー社」という。）前代表取締役社長が当機構からの助成
金を不正受給したとして平成29事業年度に詐欺罪で起訴されたことを受け、平成29事業年度に引き続き、
ペジー社及び共同で提案した助成事業者に関する平成29事業年度を最終年度としていた事業を含む全て
の事業を対象に調査を実施しており、当事業年度に調査の結果、適正な使途であると認められた部分の金
額78,534,394円については費用として財務諸表に反映しているものの、未だ全ての調査は完了していませ
ん。また共同で提案した助成事業者については当事業年度に確定検査を実施し、平成29事業年度末に検
査が未了となっていた590,045,210円については不要となったため、当事業年度に他の不要額と合わせて国

他方、ペジー社については詐欺罪に係る公判が未だ進行中であり調査が終了できないことから、既に支
払った助成金についての返還請求の要否を含め、これらの事業に係る交付すべき助成金の額の確定がで


