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評価決定書（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）附則第１４条第１項の規定により、平成２９年４月１日付けで、国（貿易

再保険特別会計）から株式会社日本貿易保険に承継された資産の価額は、     

1,398,662,026,045 円、負債の価額は、815,154,118,627 円とする。  
 価額の決定については、別紙１の評価要領に従って、別紙２－１の評価調書のと

おり決定したものであり、その内訳は、別紙２－２のとおりである。  
 

同様に、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た資産

の価額は、592,656,892,294 円、負債の価額は 74,745,647,102 円とする。 
 価額の決定については、別紙１の評価要領に従って、別紙３－１の評価調書のと

おり決定したものであり、その内訳は、別紙３－２のとおりである。  
 
 
 

平成２９年６月２９日 
株式会社日本貿易保険資産評価委員 

 
 
  公認会計士                     三浦 孝昭  印 
 
 
  モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社  

株式調査部 マネージングディレクター        伴  英康  印 
 
 

 株式会社日本貿易保険代表取締役社長         板東 一彦  印 
 
 
  財務省理財局次長                  中尾  睦   
  （代理）財務省理財局国有財産企画課政府出資室長   福田  誠  印 
 
 
  経済産業省貿易経済協力局長             寺澤 達也  印 
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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、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。 
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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 
現金及び預貯金 ・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 

その他資産 
 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 
 

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 

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 
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【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 

・「貿易保険法施行規則」  

第 11 条及び第 12 条 

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 

・「貿易保険法施行規則」 

第 10 条第 1 項第 1 号 

及び第 2 項 

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 
・「貿易保険法施行規則」

第 10 条第 1 項第 2 号 

及び第 2 項 
その他負債 
 
 

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 
 
 

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。 
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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 
現金及び預貯金 ・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 

有形固定資産   
 建物 

（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 
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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 

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 

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 

 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 
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【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 

・「貿易保険法施行規則」  

第 11 条及び第 12 条 

 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 

・「貿易保険法施行規則」 

第 10 条第 1 項第 1 号 

及び第 2 項 

その他負債   
 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 

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   

  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 

  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」 
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（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。 
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別紙２－１

【国（貿易再保険特別会計)から承継する資産及び負債】

（単位：円）

現金及び預貯金

保険代位債権等

　非常事故代位債権

その他資産

　再保険貸

　未収収益

独立行政法人日本貿易保険出資金

保険契約準備金

　責任準備金

　　未経過保険料

　　異常危険準備金

その他負債

　再保険借

　未払金

退職給付引当金

453,079,762

112,404,014
〔負債合計〕 815,154,118,627

〔資産合計〕 1,398,662,026,045

〔負債の部〕

814,457,408,495

698,926,516,746

115,530,891,749

814,457,408,495

584,306,118

131,226,356

株式会社日本貿易保険　評価調書（案）

区分 評価額

〔資産の部〕

1,057,665,162,350

8,517,640,825

25,919,301,816

306,513,456,532

8,517,640,825

46,464,522

25,965,766,338
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別紙２－２

（円）
内　　訳 評価額

 日本銀行預託 1,057,665,162,350
1,057,665,162,350

（円）
内　　訳 評価額

 非常事故代位債権 8,517,640,825
8,517,640,825

（円）
内　　訳 評価額

 再保険料 17,573,963,138
 再保険回収金 8,344,727,063
 再保険金返還 611,615
 未収利息（保険代位債権等） 46,464,522

25,965,766,338

（円）
内　　訳 評価額

 独立行政法人日本貿易保険
 出資金

306,513,456,532

306,513,456,532

 再保険貸

 未収収益

 独立行政法人日本貿易保険
 出資金

独立行政法人日本貿易保険出資金は、国（貿易再保険特別会計）から独立行政法人日本貿易保険に対す
る出資を表す権利であり、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（497,437,566,706
円）に貿易再保険特別会計からの出資割合（特会からの出資金 104,352,324,369円／政府出資金
169,352,324,369円）を乗じて得た金額により計上している。

合　　計

区　　分

(注)

独立行政法人日本貿易保険出資金内訳

合　　計

合　　計

区　　分

その他資産内訳

【国（貿易再保険特別会計）】

区　　分
 現金及び預貯金

区　　分
 非常事故代位債権

合　　計

現金及び預貯金内訳

保険代位債権等内訳



- 19 -

（円）
内　　訳 評価額

 未経過保険料 115,530,891,749
 異常危険準備金 698,926,516,746

814,457,408,495

（円）
内　　訳 評価額

 返還再保険料 251,965,158
 再保険金 201,114,604
 再保険費 62,479,364
 事務取扱費 68,746,992

584,306,118

（円）
内　　訳 評価額

 追加費用 112,404,014
112,404,014合　　計

 再保険借

 未払金

 退職給付引当金
区　　分

合　　計

その他の負債の未払費用については、承継される負債がないことを確認しており、評価調書への計上は
ない。

退職給付引当金内訳

保険契約準備金の支払備金については、承継される負債として評価方法に該当する案件がないことを確
認しており、評価調書への計上はない。

(注)

(注)

その他負債内訳

区　　分

合　　計

区　　分

 責任準備金

保険契約準備金内訳
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別紙３－１

【独立行政法人日本貿易保険から承継する資産及び負債】

（単位：円）

現金及び預貯金

有価証券

　国債

　地方債

　社債

保険代位債権等

　非常事故代位債権

　信用事故代位債権

　譲受債権

有形固定資産

　建物

　その他の有形固定資産

無形固定資産

　ソフトウェア

その他資産

　未収保険料

　再保険貸

　未収金

　未収収益

　預託金

　その他の資産

保険契約準備金

　責任準備金

　　未経過保険料

その他負債

　再保険借

　預り金

　未払金

　その他の負債

　　前受保険料

　　未払費用

　　賞与引当金

退職給付引当金

85,165,111,305
2,852,330,892

388
986,196,176

19,499,727,269
6,998,425,618

88,017,442,585

〔負債合計〕 74,745,647,102

〔負債の部〕

37,227,900,029

5,064,384,580

1,916,018,285

3,848,163,088

106,998,152
410,113,865

2,275,783,724

25,919,301,816
37,107,633,208

37,227,900,029

252,767,287

37,227,900,029

〔資産合計〕 592,656,892,294
107,369,915

1,908,353,032

424,192,158
562,004,018

561,522,103

527,645,913

1,908,353,032

453,079,762

29,898,838,019

2,601,315,497

25,647,904,829

346,434,706,736
372,932,859,623

株式会社日本貿易保険　評価調書（案）

区分 評価額

〔資産の部〕

98,913,202,859
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別紙３－２

（円）
内　　訳 評価額

 普通預金 93,855,372,616
 その他の預金 5,057,830,243

98,913,202,859

（円）
内　　訳 評価額

 国債 346,434,706,736
 地方債 19,499,727,269
 政府保証債 6,998,425,618

372,932,859,623

（円）
内　　訳 評価額

 非常事故代位債権 85,165,111,305
 信用事故代位債権 2,852,330,892
 譲受債権 388

88,017,442,585

（円）
内　　訳 評価額

 建物附属設備 424,192,158
 事業用動産 562,004,018

986,196,176

（円）
内　　訳 評価額

 ソフトウェア 1,908,353,032
1,908,353,032

ソフトウェア仮勘定、その他の無形固定資産については、承継される資産がないことを確認しており、
評価調書への計上はない。

(注)

 地方債
 社債

合　　計

区　　分
 ソフトウェア

合　　計

区　　分

 その他の有形固定資産
 建物

無形固定資産内訳

【独立行政法人日本貿易保険】

現金及び預貯金内訳

有価証券内訳

保険代位債権等内訳

有形固定資産内訳

 譲受債権
 信用事故代位債権
 非常事故代位債権

合　　計

区　　分

合　　計

区　　分

合　　計

区　　分

 現金及び預貯金

 国債
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（円）
内　　訳 評価額

 未収保険料 25,647,904,829
 返還再保険料 251,965,158
 再保険金 201,114,604
 消費税還付金等 561,522,103
 未収利息（有価証券） 1,020,329,590
 未収利息（保険代位債権等） 1,580,985,907
 敷金 527,645,913
 前払費用 107,043,485
 立替金 326,430

29,898,838,019

（円）
内　　訳 評価額

 未経過保険料 37,227,900,029
37,227,900,029

（円）
内　　訳 評価額

 再保険料 17,573,963,138
 再保険回収金 8,344,727,063
 再保険金返還 611,615
 預り金 5,064,384,580
 未払金 3,848,163,088
 前受保険料 1,916,018,285
 未払費用 252,767,287
 賞与引当金 106,998,152

37,107,633,208

（円）
内　　訳 評価額

 退職給付引当金 410,113,865
410,113,865

その他負債内訳

退職給付引当金内訳

合　　計

合　　計

区　　分
 退職給付引当金

 その他の負債

 未払金
 預り金

 再保険借

区　　分

保険契約準備金の支払備金については、承継される負債として評価方法に該当する案件がないことを確
認しており、評価調書への計上はない。

合　　計

その他資産内訳

保険契約準備金内訳

 責任準備金
区　　分

合　　計

 未収収益

 預託金

 再保険貸

 未収金

 未収保険料

(注)

区　　分

 その他の資産
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