
資 料 ５ 
 

評価要領（案） 
 
 貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第５９号。

以下「改正法」という。）附則第１４条第１項の規定により、株式会社日本貿易保険に承継

される資産及び負債の価額の評価は、下記により実施するものとする。 
 
 

記 
 

１ 評価の対象 
  評価の対象は、改正法附則第１４条第１項の規定により、国（貿易再保険特別会計）

及び独立行政法人日本貿易保険から株式会社日本貿易保険に承継される資産及び負債

（以下「承継財産」という。）の価額とする。ただし、承継される物品のうち、承継時

における貸借対照表の資産の部に計上することを要しないものを除く。 
 

２ 評価の方法 
  承継財産の価額の評価は、改正法附則第１４条第２項の規定により、平成２９年４

月１日現在における時価を基準として行うものとする。ただし、承継財産の種類、用

途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、時価によら

ずに評価するものとする。 
 具体的な評価の方法は、別添のとおりとする。 

 
３ 評価額の決定 
  承継財産の評価額の決定は、４により作成された評価調書に基づき、改正法附則第

１４条第１項の規定に基づき、評価委員が行うものとする。 
 

４ 評価調書は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課が、独立行政法人日本貿易保険

（会社成立後は株式会社日本貿易保険）の協力を得て作成するものとする。 
 
 



 
 

国（貿易再保険特別会計）から承継する資産・負債の評価方法（案） 
 
【資産の評価方法】 

科  目 評 価 方 法 備  考 
現金及び預金 ・有り高により評価 ・「企業会計原則」第三 

貸借対照表原則五 

保険代位債権等 

 非常事故代位債権 ・保険金の支払に関して取得した金銭債

権のうち、債務繰延協定が締結された外

国政府等に対するものであって、最終事

業年度末において回収可能と認められる

金額により評価 

・「金融商品に関する会計

基準」Ⅳ 

未収収益 ・適切な期間按分計算を実施した価額に

より評価 
・債務国からの回収が見込まれない非常

事故代位債権に係る未収利息を控除した

後の価額をもって評価 

・「企業会計原則注解」  

注５ 
・「金融商品会計に関する

実務指針」119 

再保険貸 ・独立行政法人日本貿易保険との再保険

契約に基づく再保険料等の納付を受ける

権利について、独立行政法人日本貿易保

険が算定した再保険料等の金額により評

価 

・「金融商品に関する会計

基準」Ⅳ 

独立行政法人日本貿易保険

出資金 
・市場価格のない政府出資等の評価額と

して、最終事業年度末の独立行政法人日

本貿易保険の純資産額に貿易再保険特別

会計からの出資割合を乗じた金額により

評価 

・「国有財産法施行令」  

第 23 条 
・「国有財産台帳の価格改

定に関する評価要領に

ついて」 
 
 
  

別添 



 
【負債の評価方法】 

科  目 評 価 方 法 備  考 
保険契約準備金 
 支払備金 

 
 

・最終事業年度末までに請求を受けた保

険金のうち、費用として計上していない

金額、及び破産・倒産等を事由として提

出を受けた損失発生通知に関し支払が確

実と認められる金額に、再保険割合を乗

じた金額の合計額により評価 

・貿易保険法及び特別会計

に関する法律の一部を

改正する法律第 1 条の

規定による改正後の貿

易保険法（以下「新法」

という。）第 23 条の規

定に基づき定められた

貿易保険法施行規則の

規定 
責任準備金 

  未経過保険料 
 
 
 
 

・収入保険料について、保険契約等に定

めた保険期間のうち最終事業年度末にお

いてまだ経過していない期間に対応する

責任に相当する金額に、再保険割合を乗

じた金額により評価 

・新法第 22 条の規定に基

づき定められた貿易保

険法施行規則の規定 

異常危険準備金 ・最終事業年度末の異常危険準備金の貸

方金額をもって評価 
・新法第 22 条の規定に基

づき定められた貿易保

険法施行規則の規定 
再保険借 ・独立行政法人日本貿易保険との再保険

契約に基づく再保険金等の支払義務につ

いて、独立行政法人日本貿易保険が算定

した再保険金等の金額により評価 

・「金融商品に関する会計

基準」Ⅳ 

その他負債 
 
 

未払金 ・債務額により評価 ・「金融商品に関する会計

基準」Ⅳ 
その他の負債 
 未払費用 ・適切な期間按分計算を実施した価額を

もって評価 
・「企業会計原則注解」  

注５ 
退職給付引当金 ・承継時における国家公務員共済年金の

うち昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間

に対応する給付に係る追加費用につい

て、必要額をもって評価 

・「企業会計原則注解」  

注１８ 
・「貿易保険法及び特別会

計に関する法律の一部

を改正する法律」附則  

第 16 条 
（注）外貨建金銭債権については「外貨建取引等会計処理基準」に基づき、国（貿易再保険特別会

計）の最終事業年度期末日時点の為替相場の円換算をもって評価する。 
 
※今後、上記項目以外に計上すべき資産・負債が発生する等の事情変更が生じた場合、必要に応

じて所要の措置を講ずるものとする。 



独立行政法人日本貿易保険から承継する資産・負債の評価方法（案） 
 
【資産の評価方法】 

科  目 評 価 方 法 備  考 
現金及び預金 ・有り高により評価 ・｢企業会計原則｣第三 

貸借対照表原則五 
有価証券   

 満期保有目的の債券 ・償却原価法（定額法）により評価 ・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

保険代位債権等   

 非常事故代位債権 ・保険金の支払に関して保険者が取得した

金銭債権のうち、債務繰延協定が締結され

た外国政府等に対するものであって、最終

事業年度末において回収可能と認められ

る金額により評価 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

 信用事故代位債権 ・保険金支払で保険者が取得した金銭債権

のうち、外国政府等以外の者に対するもの

であって、最終事業年度末において実質的

に回収可能と認められる金額により評価 
・支払備金の対象となることで保険者の取

得が見込まれる金銭債権のうち、外国政府

等以外の者に対するものであって、最終事

業年度末において実質的に回収可能と認

められる金額により評価 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

 譲受債権 ・保険契約者または被保険者から譲り受け

た貿易保険の保険契約に関する債権のう

ち、外国政府等に対するものであって、最

終事業年度末における簿価により評価 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

未収収益 ・適切な期間按分計算を実施した価額によ

り評価 
・債務国からの回収が見込まれない非常事

故代位債権に係る未収利息を控除した後

の価額をもって評価 

・｢企業会計原則注解｣

注５ 
・「金融商品会計に関す

る実務指針」119 

未収保険料 ・適切な発生額または取引額により評価 
 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

再保険貸 ・国（貿易再保険特別会計）との再保険取

引に基づく債権が発生していて未収入と

なっている額をもって評価 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 



有形固定資産   
 建物附属設備 ・減価償却後の価額（簿価）により評価 

・ただし、減価償却後の価額（簿価）が 
10 万円以上のものを計上 

・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

 その他の有形固定資産 
（事業用動産） 

・減価償却後の価額（簿価）により評価 
・ただし、減価償却後の価額（簿価）が 
10 万円以上のものを計上 

・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

無形固定資産   
 ソフトウェア ・減価償却後の価額（簿価）により評価 

・ただし、減価償却後の価額（簿価）が 
10 万円以上のものを計上 

・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

 ソフトウェア仮勘定 ・取得原価（簿価）により評価 ・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

 その他の無形固定資産 
 

・減価償却後の価額（簿価）により評価 
・ただし、減価償却後の価額（簿価）が 
10 万円以上のものを計上 

・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

その他資産   
 未収金（主として消費税

還付金、和解金等） 
・適切な発生額または取引額により評価 
・ただし、和解金については最終事業年度

末において回収可能と認められる金額に

より評価 

・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

 預託金（敷金） ・取得原価（簿価）により評価 ・｢企業会計原則｣第三 
貸借対照表原則五 

 その他の資産   

  前払費用 ・適切な期間按分計算を実施した価額をも

って評価 
・｢企業会計原則注解｣

注５ 
  立替金 ・適切な発生額または取引額により評価 ・｢企業会計原則｣第三 

貸借対照表原則五 
 
  



【負債の評価方法】 
科  目 評 価 方 法 備  考 

保険契約準備金   

 支払備金 ・最終事業年度末までに請求を受けた保険

金のうち、費用として計上していない金

額、及び破産・倒産等を事由として提出を

受けた損失発生通知に関し支払が確実と

認められる金額より、国への再保険割合分

を除いた金額の合計額により評価 

・新法第 23 条の規定に

基づき定められた貿

易保険法施行規則の

規定 

 責任準備金   

  未経過保険料 ・収入保険料について、保険契約等に定め

た保険期間のうち最終事業年度末におい

てまだ経過していない期間に対応する責

任に相当する金額より、国への再保険割合

分を除いた金額により評価 

・新法第 22 条の規定に

基づき定められた貿

易保険法施行規則の

規定 

前受保険料 ・最終事業年度末までに保険責任期間が全

く発生していない保険契約の保険料が最

終事業年度末までに収納された場合の価

額をもって評価 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

再保険借 ・国（貿易再保険特別会計）との再保険取

引に基づく債務が発生していて未払いと

なっている額をもって評価 

・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

その他負債   
 未払金 ・債務額（簿価）により評価 ・｢金融商品に関する 

会計基準｣Ⅳ 
 その他の負債   

  預り金 ・債務額（簿価）により評価 ・｢金融商品に関する 
会計基準｣Ⅳ 

  未払費用 ・適切な期間按分計算を実施した価額をも

って評価 
・｢企業会計原則注解｣

注５ 
賞与引当金 ・新会社で支給する役職員の賞与支給見込

額のうち、独立行政法人日本貿易保険の最

終事業年度の負担額をもって評価 

・｢企業会計原則注解｣

注１８ 

退職給付引当金 ・承継時の退職給付債務に基づく必要額を

もって評価 
・｢企業会計原則注解｣

注１８ 
・「退職給付に係る会計

基準」 



（注）１ 外貨建金銭債権債務については「外貨建取引等会計処理基準」に基づき、独立行政法人

日本貿易保険の最終事業年度期末日時点の為替相場の円換算をもって評価する。 
   ２ 独立行政法人は設立時に国から譲与された償却資産に対する見返りとして同額の負債を

計上する事が会計上求められているが、新会社では独立行政法人会計基準が適用されない

ことから、承継時には計上しない。 
 
※今後、上記項目以外に計上すべき資産・負債が発生する等の事情変更が生じた場合、必要に応

じて所要の措置を講ずるものとする。 
 


