
参考資料４ 資産の評価方法及び評価結果 

（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

（１）土地の評価 
土地については、民間精通者である不動産鑑定士※による不動産鑑定評価基準に定める方法により更地として評価する。 
（※今回の不動産鑑定士：株式会社三友システムアプレイザル。筑紫野敷地と篠栗書庫用地は、株式会社国際不動産鑑定所。） 

ＮＥＤＯ   土地 407,430,380円  
             ↓（承継）   差額（鑑定評価減）▲54,838,480円 
ＪＯＧＭＥＣ 土地 352,591,900円（3.5億円） 

吉塚倉庫敷地 計2,073.44 
㎡  

①215,000,000円  
②207,000,000円▲8,000,000円  

福岡県福岡市
博多区吉塚 

現在も倉庫として使用中 
(①簿価は平成15年に時価評価を実施。②評価額は土
地･建物一体評価額ではなく土地の積算価格を使用) 

筑紫野敷地 
（ちくしの） 

計 619.00 
㎡  

①14,400,000円 
②14,360,000円▲40,000円    

福岡県筑紫野
市 

◇平成22年12月7日閣議決定「独立行政法人の事務・
事業の見直しの基本方針」に基づき、売却処分等を
行う資産。NEDOが所有していた際、複数回入札を実
施したが落札されず、売却できなかった。JOGMECに
おいても、引き続き、売却処分等を進める。 
(①簿価は平成24年の入札の際、時価評価を実施) 

篠栗書庫用地 
（ささぐり） 

計2,987.61 
㎡  

①13,600,000円 
②13,400,000円▲200,000円 

福岡県糟屋郡
篠栗町 

Ａ．倉庫、書庫等で使用していた敷地 

Ｂ．国内石炭政策事業の一環として、昭和３０年代の買収事業で取得した非能率炭鉱に係る鉱業施設 

鉱業施設（位
登）（いとう） 

計    995.04 
㎡ 

①7,780,000円 
②4,710,000円▲3,070,000円 

福岡県田川
市大字位登 

◇国内石炭政策事業の一環として、NEDOの前身であ
る石炭鉱業整備事業団（昭和35年に石炭鉱業合理化
事業団に改組）が非能率炭鉱の買収を実施。（実施
時期：昭和30～38年度） 
◇非能率炭鉱の買収内容は、当該炭鉱に係る鉱区の
採掘権、鉱業施設（選炭場、鉱山事務所、炭鉱住宅
及び鉱業施設用の敷地等）、ボタ山及びボタ山の防
災工事等で使用した敷地。 
 
◇現在は、更地、緑地化されたボタ山等の状況であ
り、安全・防災上の観点から管理している。 
(①簿価は平成15年に時価評価を実施) 

鉱業施設 
（海老津） 

計 10,953.00 
㎡ 

①90,637,900円 
②66,793,900円▲23,844,000円  

福岡県遠賀
郡岡垣町 

鉱業施設 
（笹原）  

計 25,117.00 
㎡ 

①2,772,000円 
②1,990,000円▲782,000円 

福岡県嘉麻
市上臼井字 

鉱業施設 
（新屋敷） 

計164,965.48 
㎡ 

①30,269,999円 
②20,800,000円▲9,469,999円 

佐賀県唐津
市厳木町 

鉱業施設 
（野上本筒） 

計  1,253.00 
㎡ 

①271,000円 
②188,000円▲83,000円 

福岡県直方
市大字 

（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 
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（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

ボタ山敷地
（海老津） 

計57,048.00 
㎡ 

①12,800,001円 
② 7,590,000円▲5,210,001円 

福岡県遠賀郡
岡垣町 

◇概要等は、Ｂ．鉱業施設と同じ。 
  
◇現在は、緑地化されたボタ山敷地であり、安全・防災
上の観点から管理している。 
(①簿価は平成15年に時価評価を実施) 

ボタ山敷地
（猪ノ鼻） 

計81,334.00 
㎡ 

①3,220,000円 
②2,850,000円▲370,000円 

福岡県嘉麻市
上山田字 

Ｃ．国内石炭政策事業の一環として、昭和３０年代の買収事業で取得した非能率炭鉱に係るボタ山敷地 

（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

旧正栄炭鉱
坑廃水処理
施設用地 

計3,299.00 
㎡ 

①13,400,600円 
② 9,930,000円▲3,470,600円 

福岡県田川郡川
崎町大字川崎字
大谷 

◇旧正栄炭鉱及び旧松岡炭鉱から流出される排水基準に
適さない坑廃水の処理を行う施設を設置するための用地。 
（現在、坑廃水を処理するための施設の設置に向けた 
 工事を開始している。） 
 
(旧正栄炭鉱：①簿価は平成24年の取得価格) 
(旧松岡炭鉱：①簿価は平成23年の取得価格) 

旧松岡炭鉱
坑廃水処理
施設用地 

計  264.00 
㎡ 

①3,278,880円 
②2,980,000円▲298,880円 

福岡県鞍手郡鞍
手町大字新延字
野田 

Ｄ．坑廃水の処理を行う施設を設置するための用地 

（２）建物及び建物（附属設備）の評価 
「建物」については、民間精通者である不動産鑑定士※による不動産鑑定評価基準に定める原価法（対象不動産の再調達原価を求め、その
再調達原価について減価修正を行い価格を求める方法）により評価する。（※今回の不動産鑑定士：株式会社三友システムアプレイザル） 

ＮＥＤＯ   建物 17,139,742円（建物 7,336,946円＋附属設備 9,802,796円） 
                        ↓（承継）      差額（鑑定評価・規程整理減）▲5,464,734円 
ＪＯＧＭＥＣ 建物 11,675,008円（建物 2,140,000円＋附属設備 9,535,008円）（1.2千万円） 

（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

吉塚倉庫 計300.00㎡ ①7,336,946円 
②2,140,000円▲5,196,946円 

福岡県福岡市博
多区吉塚 

 現在も倉庫として使用中。 
(①簿価は平成15年に時価評価を実施。②評価額は土地･
建物一体評価額ではなく建物の積算価格を使用) 

Ｅ．建物 
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「建物（附属設備）」については、減価償却後の残存簿価により評価する。 



（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

門扉設置工事   ①997,957円 
②997,957円差額0円 

 
福岡県福
岡市博多
区吉塚 

 
平成19年に取得。定額法により毎年度減
価償却。 

 
Ｅ．建物「吉塚倉庫」の附属設備
（門扉(もんぴ)）として使用。 

吉塚書庫門扉改良
工事 

①1,051,608円 
②1,051,608円差額0円 

Ｆ．建物（附属設備）：吉塚倉庫 

（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

間仕切り 
（スチール不燃）  

①1,728,532円 
②1,728,532円差額0円 

 
 
 
 
 
 
 
 
福岡県福
岡市博多
区博多駅
前 

 
 
 
 
 
 
 
 
平成19年に取得。定額法により毎年度減
価償却。 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOGMEC九州支部の事務所内の附属
設備として使用。 

コンセント設備工
事 

①936,837円 
②936,837円差額0円 

内装工事 ①622,909円 
②622,909円差額0円 

照明設備工事 ①553,683円 
②553,683円差額0円 

幹線設備工事 
（増設分電盤） 

①978,933円 
②978,933円差額0円 

空調工事 
（喫煙室） 

①675,033円 
②675,033円差額0円 

空調工事 
（サーバー室）  

①1,486,235円 
②1,486,235円差額0円 

間仕切り工事  ①503,281円 
②503,281円差額0円 

平成25年に取得。定額法により毎年度減
価償却。 

火災報知設備 ①267,788円 
②0円  ▲267,788円 

平成19年に取得。定額法により毎年度減価償却。(なお、JOGMEC会計規定では
50万円未満の償却資産は資産計上しないため、今回の評価は0円で整理。) 

Ｇ．建物（附属設備）：ＪＯＧＭＥＣ九州支部 
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（①簿価、②今回評価額、差額は②－①） 

ネットワーク
カメラ 

①722,667円 
②722,667円差額0円 

 
 
 
福岡県福岡
市博多区博
多駅前 

平成24年に取得。定額法により毎年
度減価償却。 

 
 
 
JOGMEC九州支部の事務所内の工具器具備
品として使用。 

平行移動書庫 ①985,144円 
②985,144円差額0円 

 
平成25年に取得。定額法により毎年
度減価償却。 

スチール書架
設置工事 

①595,260円 
②595,260円差額0円 

カタログラッ
ク 

①221,356円 
②0円  ▲221,356円 

平成19年に取得。定額法により毎年度減価償却。(なお、JOGMEC会計規定では50
万円未満の償却資産は資産計上しないため、今回の評価は0円で整理。) 

Ｈ．工具器具備品：ＪＯＧＭＥＣ九州支部 

（３）工具器具備品の評価 

ＮＥＤＯ   工具器具備品 2,524,427円 
              ↓（承継） 差額（規程整理減）▲221,356円 
ＪＯＧＭＥＣ 工具器具備品 2,303,071円（2.3百万円） 

「工具器具備品」については、減価償却後の残存簿価により評価する。 

（４）有価証券の評価 

ＮＥＤＯ   有価証券    26,799,917,999円 
       投資有価証券 1,999,494,534円 
                  ↓（承継） 差額 0円 
ＪＯＧＭＥＣ 有価証券    26,799,917,999円（268.0億円） 
       投資有価証券 1,999,494,534円（ 20.0億円） 

 「有価証券」については、全て満期保有目的の債券であるため、取得原価をもって貸借対照表価額とする。（ただし、債券金額と取得価
額に差額がある場合には償却原価法に基づいて算定された価額となる。） 
 
 ＮＥＤＯから承継した有価証券は、全て満期保有目的の債券であり、償却原価法に基づいて算定された価額であることから、承継した金
額を貸借対照表価額とする。 
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（５）貸付金等の債権（短期及び長期貸付金、破産更生債権等）の評価 

ＮＥＤＯ   貸付金     6,247,172,753円 
                ↓（承継） 差額 0円 
ＪＯＧＭＥＣ 短期貸付金   986,664,122円（ 9.9億円） 
       長期貸付金 5,260,508,631円（52.6億円） 

 「貸付金等の債権（短期及び長期貸付金、破産更生債権等）」については、取得価額から貸倒引当金を控除した金額とする。 
 よって、ＮＥＤＯから承継した貸付金等の額を貸借対照表価額とする。 

 ＜ＮＥＤＯ＞          ＜ＪＯＧＭＥＣ＞ 

流動資産・貸付金 －（承継）→ 流動資産・短期貸付金（一年以内の回収見込） 

                固定資産・長期貸付金 

 なお、「貸付金」について、ＮＥＤＯでは一般債権の全額を「流動資産」の貸付金に計上していたが、ＪＯＧＭＥＣにおいては、他の勘
定における貸付金と同様に一年基準に基づき、以下のとおり科目の変更を行っている。 

ＮＥＤＯ   破産更正債権等 7,756,798,337円 
       貸倒引当金  △2,755,559,000円 
                ↓（承継） 差額 0円 
ＪＯＧＭＥＣ 破産更正債権等 7,756,798,337円（  77.6億円） 
       貸倒引当金  △2,755,559,000円（△27.6億円） 

三井松島産業株式会社（松島炭鉱債務の引受け） 
4,312,516,265円（43.1億円） 

短期貸付金     503,000,000円 
長期貸付金   3,809,516,265円 

＜貸付金の経緯＞ 
◇NEDOは、国内石炭政策事業が終了する平成13
年度末まで、石炭会社に対して、近代化資金
（石炭産業の合理化向け、経営経営改資金、新
分野開拓資金）による融資を実施。 
 
◇融資を受けた石炭会社とNEDO・金融機関は、
金融協定を締結し、平成14年度から20年間で担
保土地の売却等を行い、債務を解消する。 

太平洋興発株式会社（太平洋炭礦債務の引受け） 
1,934,656,488円（19.3億円） 

短期貸付金     483,664,122円 
長期貸付金   1,450,992,366円 

太平洋炭礦株式会社 
7,756,798,337円（77.6億円） 

破産更正債権等 7,756,798,337円 
貸倒引当金  ▲2,755,559,000円 
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◇貸付金の内訳 



（６）その他 

 現金及び預金は、邦貨での資産価値に変動がありません。 
 また、流動資産に区分されている現金及び預金以外の上記の資産科目は、平成24年度決算日において現金及び預金として保有しており
ませんが、1年以内に現金化又は費用化等されるものであり、現金及び預金と同様の資産であるため、同額を貸借対照表価額としており
ます。 

①固定資産のうち「建設仮勘定（土地）」（59,930,000円） 

 旧松岡炭鉱から流出される排水基準に適さない坑廃水の処理を行う施設を設置するための用地。平成24年度に一部取得した用地であり、
平成26年度中に残りを取得する予定。また、関係の工事を開始しているため、建設仮勘定として整理。 

②流動資産のうち「現金及び預金」「前渡金」「前払費用」「未収収益」「未収入金」 
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