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独立行政法人経済産業研究所 平成２１年度業務実績評価（案）

１．総合評価

評定結果
１６年度：Ａ、１７年度：Ａ、１８年度：Ｂ、１９年度：Ａ、 ２０年度：Ａ

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定

業務運営の効率化（２０％）

サービスの質の向上

① 調査及び研究業務 （４０％）

② 政策提言・普及業務等（２０％）

財務内容（２０％）

○点×２０％＋○点×４０％＋■点×２０％＋▲点×２０％

＝ 点

総合評価のポイント

○【算定式のウエイト】

経済産業研究所（RIETI）の業務は、経済産業政策に関する調査研究を行い、研究

成果や政策提言を政策形成プロセスに提供することであるため、サービスの質の向

上に 60％のウエイトを置く。更に、サービスの質の向上については、業務の核であ

る研究本体と、研究成果に付随する政策提言・普及業務等とに分割し、業務の実施

体制や重要性等に鑑みてウエイトを 40％、20％とした。

「業務運営の効率化」および「財務内容の改善」は前年度同様 20％としている。

【評価の全般的な概要】

○ 「業務運営の効率化」

・入札・契約に係る規定類の整備状況・公表の基準は、国の基準と同様にすべく

検討を行い整備されている。

・人件費総額は、基準年度比（平成 17 年度）で約 8％の削減となっており、基準

年度比 5％の削減目標を達成している点は評価できる。

・内部統制は、法人の長が戦略的なマネジメントを行う際に有用な手段であり、

また職員のインセンティブ向上の観点からも重要である。RIETI では、定期的に

理事長と職員とが直接意見交換する場を設けて経営トップの考え方を職員に感

得してもらい、またトップが現場の思いに耳を傾けており、その取り組みは評

価できる。
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A
Ｂ

Ｃ
Ｄ

サービスの質① 業務運営の効率化

サービスの質② 財務内容

資料２
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・平成 21 年度に設置した契約監視委員会において、随意契約事由の妥当性や一般

競争入札についても真に競争性が確保されているか等の検証を行うとともに、

「随意契約見直し計画」の改訂に向けた検討を実施し（改訂は、平成 22 年 4 月

30 日）、入札・契約の適正化を進めたことは評価できる。

○ 「サービスの質の向上①調査及び研究業務」

・研究成果に対する評価・レビュー、外部研究者、経済産業省関係各課室による

プロジェクト単位の評価は高い評価が得られた。

・数値目標は調査及び研究業務に係る各種項目について、平成 21 年度の目標を達

成しており、質的にも高い評価を得ている。特に内部レビューを経て公表され

た研究論文数及び国際シンポジウム、学界等で発表された論文数は過去最高で

あり、高く評価できる。

・海外の研究機関とのネットワークの構築を通じて、情報収集機能・研究分野の

拡大が行われたことは、経済産業研究所の国際的な発信力の強化にも資すると

考えられ、高く評価できる。

・労働市場改革についての提言や IT 投資の生産性向上効果に関する研究成果が経

済産業省の産業構造ビジョンの策定に反映され、また中小企業白書や通商白書

にも RIETI の研究成果が多数引用されている点は、研究成果が政策立案に着実

に貢献していることであり、評価できる。

○ 「サービスの質の向上②政策提言・普及業務等」

・出版刊行数、シンポジウム・BBL の開催数等アウトプット指標は目標値を上回

っており、活発な活動による成果であると評価できる。特に、ホームページの

ヒット総数が過去最高件数を記録し、特に、英語サイトのヒット件数が大幅に

伸びて過去最高となっていることは、RIETI の認知度が英語圏で普及してきたこ

とであり評価できる。

・国際的な課題について、海外の研究機関との連携を進めており、特に中国発展

研究センター（DRC）との共同研究は、海外への発信の観点から意義がある。こ

のような活動は海外からの注目度が上がってきている証明でもあり、国際的に
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も活動の場が広がりつつあることは評価できる。

・ノンテクニカルサマリの作成、英文論文に関する日本語の政策含意サマリと論

文概要の作成など、研究成果をより多くの人々に分かり易く伝える努力を重ね

ており評価できる。またタイムリーなトピックを採り上げたシンポジウムを開

催する等、機動的な対応が評価できる。

・JIP データベースについては、OECD の正規統計として採用される等の活用が進

むとともに、データベースのシステム化（データ更新の自動化）の促進を図っ

ている。またアジア通貨単位 AMU では AMU-cmi を創設し、RIETI－TID ではデー

タベースの対象を拡充（ASEAN+6 に拡充）する等、データベースの活用が進む努

力をしており、評価できる。

○ 「財務内容」

・効率的な予算執行による業務運営を行うことが出来ており、昨年度に引き続き、

欠損金が発生することもなく、健全な予算管理が行われている。

・競争的資金等の獲得については、平成 21 年度は科研費の獲得、受託収入の獲得

等によって当初目的以上の成果を上げるとともに、昨年度を上回る金額を獲得

した。これは組織として収益に対する意識が向上し、組織としての合理化・改

善意欲が向上したと評価できる

○国民からの意見は特になし。

（注）各事項のウエイトは法人ごとに算定。評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点であり、ウエイト付きの点数をＸとす

ると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 としている。
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２．業務運営の効率化

評定結果
１６年度：Ａ－、１７年度：Ａ－、１８年度：Ｂ、１９年度：Ｂ、 ２０年度：Ｂ

評価のポイント

○ マネジメントに関する事項については、マネジメント各種項目に係る目標を達成している他、マネジメント

の効率化及び明確化のため、業務刷新に直結する研究・事務双方における効率化の取組を進めるなど内部統

制を進めており、その取り組みは、高く評価できる。

○ セキュリティを向上した遠隔操作システムを導入するとともに、JIP（日本産業生産性）データベースにお

けるデータ更新の自動化等に取り組んでいることが評価できる。

○ 内部統制は、法人の長が戦略的なマネジメントを行う際に有用な手段であり、また職員のインセンティブ向

上の観点からも重要である。RIETI では、定期的に理事長と職員とが直接意見交換する場を設けて経営トッ

プの考え方を職員に感得してもらい、またトップが現場の思いに耳を傾けており、その取り組みは評価でき

る。

○ 入札・契約に係る規定類の整備状況・公表の基準は、国の基準と同様にすべく検討を行い整備されている。

また、入札・契約の適正性の確保のために、監事による定期監査の際には、契約の中からサンプリング調査

を行うなど、その適正性をチェックしており、監事による監査機能が適性に機能していると評価できる。

○ 平成 21 年度に設置した契約監視委員会において、随意契約事由の妥当性や一般競争入札についても真に競

争性が確保されているか等の検証を行うとともに、「随意契約見直し計画」の改訂に向けた検討を実施し（改

訂は、平成 22 年 4 月 30 日）、入札・契約の適正化を進めたことは評価できる。

○ 事務・技術職員の給与水準は対国家公務員指数（ラスパイレス指数）で 100 を下回っており(96.1)、また、

地域・学歴勘案をした場合には、80.1 と大幅に下回っていることは評価できる。

○ 人件費総額は、非常勤職員等の多様な雇用形態を活用する等の結果、基準年度（平成 17 年度）比で約 17％

の削減となっており、前年度に引き続き基準年度比 5％の削減目標を達成している点は評価できる。



5

＜総論＞

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．マネジメントに関する事項

研究所のリソースがその能力を最大限発揮

し、研究所のパフォーマンスが向上するよう

様々な試みを行った場合。

①管理職部門職員の割合を前年度比で改善して

いくこと。

②研究マネジメントの効率化及び明確化による

成果

【主な実績】

→実績：28．5％

○上記は、全職員（常勤、非常勤、出向、派遣を問わない）に占める管理部門職員比率。

○研究マネジメントの効率化及び明確化のため、次の事項を年度計画に明示し、実施・改

善を行った。

①ブレインストーミングワークショップ

概ね、前年度末～年度当初において、プロジェクト立ち上げに当たり、研究計画につい

て議論する。

②中間報告会

概ね、年度半ばに、中間的な進捗状況と今後の研究の見通し等について議論する。相互

に関連性の高いプロジェクトについては、クロスオーバー中間報告会という形で合同で

開催する。

③ディスカッションペーパー検討会

概ね、年度後半に、最終成果の案の紹介や残された課題の整理等を行う。

④政策提言・成果普及

上記のプロセスを経て公表された研究論文等の中から、特に重要で世に問うべきもの、

また国民ニーズに応える観点からその時々でタイムリーなテーマを選定し、シンポジウ

ムの開催、書籍の発行、各界上層部向けに研究論文をわかりやすくまとめた刊行物の発

行等を行う。
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③人材育成の取組状況・成果（能力開発の実施

状況及び成果）

○経済産業省領域代表者、プロジェクト関係課室員に対して情報提供を行うとともに、政

策当局の問題意識を把握するための情報交換の場を確保した。

○常勤研究員については、政策研究大学院大学等での聴講など本人の希望を確認しながら

研究活動に役立つ知識習得の推奨を行った。

○事務スタッフについては流動的な雇用形態が事務処理の継続性の妨げとならないよう、

担当者間の引き継ぎに加え、初任者研修等各種所内研修を実施した。

【評価ポイント】

・マネジメントに関する事項において効率的・効果的な研究マネジメント等が実施されて

おり評価できる。

・研究マネジメントの効率化のため、相互に関連性の高いプロジェクト同士でクロスオー

バー報告会の実施を実施しており、業務刷新に直結するものとして評価できる。

・常勤研究員の雇用についての制約を踏まえ、外部研究者との共同研究を実施することは

適切なマネジメントを追求しているものと評価できる。

・勤研究職員に対する政策研究大学院大学等での聴講等による知識習得の推奨、事務職員

に対する業務運営の継続性維持のための研修等の実施による人材育成・職員教育は業務

運営に不可欠なものであり、評価できる。

【主なコメント】

・人材育成について、給与体系はあまり動かせないとすると見聞を広めるための短期休暇

制度とか、時間の使い方に更なる工夫をお願いしたい。

・外部研究者と共同して行うプロジェクト方式の研究体制を引き続き機能させていくため

には、管理部門職員の比率がある程度必要である。
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２．業務・システムの最適化 【主な実績】

○ 平成 19 年度からグループウエア（ブラウザを利用した情報共有システム）により、研

究プロジェクトの進捗管理状況を所内で共有。さらに平成 20 年度からは四半期毎に予

算執行状況の確認と予算の見直しを定期的に実施し、平成 21 年度においても継続して

取り組んだ。

○ 平成 20 年度に実施したアジア通貨単位（AMU）算出のシステム化（自動化）に加え、

ホームページ上に公開している JIP データベースのシステム化（自動化）に取り組ん

だ。

○ 経済産業研究所の所外研究者が、非常に機密性の高いデータを扱う際、情報の漏洩を

阻止しつつ RIETI 外でも加工・集計を可能とするための遠隔操作システム（通称

「SACSES」）を導入し、研究者が個人情報などを含むデータセットを取り扱う際のセキ

ュリティを向上させた。（本システムはデータセットの加工・集計は可能であるが、デ

ータそのもののダウンロードや印刷は、システム上不可能な仕組みを採用している。）

【評価ポイント】

・四半期ごとの予算の執行状況の確認及び予算の見直しにより最適化に努めたことや、平

成 21 年度から導入した SACSES について高く評価できる。

・平成 21 年度に新たに JIP データベースにおけるデータ更新の自動化等システムの最適化

に取り組んだことは評価できる。

【主なコメント】

・研究プロジェクトの進捗管理の共有化、四半期毎の予算管理・見直し等に取り組むこと

は大事なことであるが、中長期のあるべき姿の視点に留意することも必要。

・予算の執行状況の定期的な確認や、研究プロジェクトの進捗管理を共有するシステムを

作り、より円滑な研究体制を整えている。研究にとってより効率的な情報システムの構

築には、セキュリティーの問題等を解決する必要があるが、その点についての作業も進

めている。

３．内部統制 【主な実績】

○ 原則毎週月曜日、役員（理事長、理事、監事）及び幹部職員（担当マネージャー以上

全員）が参加し、情報共有及び重要事項を討議する会議（通称「月曜会」）を開催。理

事長のリーダーシップの下、法人のミッション達成に向けた議論を行った。
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○ 以下の各週定例会議を開催し、情報共有や気づきの課題（リスク）について討議を行

っている。

・水曜日：研究グループ・広報ミーティング

・木曜日：正副ディレクター会議

・金曜日：総務マネージャー会議

○ 日常業務では、理事長との接点が少ない①副ディレクター級及び②マネージャー級の

職員とのコミュニケーション強化のため、本年２月から原則２週に１度、それぞれの

グループと１～２時間理事長が直接意見交換する場を設けている。

○ RIETI が取り扱う情報管理については、平成 19 年度にセキュリティポリシーを導入し、

平成 21 年度には３巡目の PDCA（制度ルールの設定、研修、内部監査、改善）を実施し

た。

【評価ポイント】

・理事長と職員との意見交換の場を設けることにより、コミュニケーションの強化を図り

経営トップの考え方を職員に感得してもらい、またトップが現場の思いに耳を傾けるこ

とは大切なことであり、評価できる。

・セキュリティポリシーに基づき、PDCA（plan,do,check,act）の観点から、制度ルールの

設定、職員に対する研修、内部監査、職員の意識改革等を行い、情報管理の着実な実施

を図ったことについて、評価できる。

【主なコメント】

・将来のビジョンと理念（国家への奉仕の思い）が文章化されて座右の銘となることが望

ましい。

・権限が委譲された組織には、内部統制はより必要とされるが、クロス監査等を実施して

コミュニケーションを緊密にしていたことは良いことだと思われる。

・研究所内の円滑な意思疎通を図る体制を整えることは大切であるが、会議の増加等が業

務の執行を妨げないように体制づくりを行うことが望ましい。
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４．官民競争入札等の活用 【主な実績】

○ 平成 19 年 12 月 24 日閣議決定「公共サービス改革基本方針」に基づき、以下の業務に

ついて民間競争入札手続を着実に進め、結果として従来よりも安価で契約を締結した。

① 中国語ホームページの維持管理業務

官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会の議論を経て、すでに民間競争入札

を実施（平成 21 年 5 月 11 日開札。株式会社イデア・インスティテュートが受託）。

【契約期間】平成 21 年 6 月から平成 23 年 5 月までの 2年間

② データベースの維持管理業務

官民競争入札等監理委員会入札監理等小委員会の議論を経て、すでに民間競争入札

を実施（平成 21 年 11 月 30 日開札。株式会社 価値総合研究所が受託）。

【契約期間】平成 21 年 11 月から平成 24 年 2 月までの 2年 4か月間

【評価ポイント】

・官民競争入札手続きの実施により経費を節約したことは評価できる。

【主なコメント】

・入札が全て正しい訳ではないが、良い発注先の発掘や育成をしていく視点を持ちつつ、

制度の改善に向けて入札制度の長期的得失を量り、より多くのメリットを得ることを考

えておきたい。
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＜入札・契約に関する事項＞

個々の評価事項について
当該年度の評定がＢとなる基準

平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

入札・契約の適正化【必須】 【主な実績】

○ 平成 21 年 11 月 17 日閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」を受

けて、監事及び外部有識者から構成される契約監視委員会を設置。

・競争性のない随意契約を継続しているものについて随意契約事由が妥当であるか。

・契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されていると言える

か（一者応札・応募案件である場合に改善すべき点がないか）等の検証を行った。

○ 契約監視委員会メンバーは以下の 4名。

・白山真一委員長（公認会計士）

・向宣明委員（弁護士）

・八田進二監事

・菅沼義夫監事

○ 平成 22 年 2 月 1 日に第 1回会合を開催し、a）平成 20 年度締結契約、b）複数年契約、c）

平成 21 年度までに予定されている調達案件について審議を行った。

○ さらに、平成 22 年 5 月 12 日に、第 2 回会合を開催し、a）平成 21 年度締結契約、ｂ）

複数年契約、ｃ）平成 22 年度末までに予定されている例年とは異なる調達案件について

審議を行った。

○ 契約監視委員会において不適切とされた事項はなかった。

○ 契約に係る公表基準は、「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」において整備し、

国と同様の基準に基づいて適切に公表している。

○ 契約に係る規程類の整備については、平成 20 年度業務実績に対する二次評価において指

摘された事項に対して、それぞれ必要な措置を行った。

（指摘事項）

1.予定価格の作成を省略する場合の理由や対象範囲を明確かつ具体的に定めていない。

2.複数年契約に関する規定を会計規程等において明確に定めていない。

3.総合評価方式等の規程が整備されていない。

（措置内容）
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1.2. 平成 22 年 5 月に会計規程・会計細則の改訂を行い対応。

3.経済産業研究所は規模が小さく、契約件数も他法人と比較して少ないため、一件ごと個

別に一般競争入札等について、検討・担当部署を指導していたが、指摘を踏まえて、こ

れまでの契約蓄積を基に、規程の整備を進めている。

○ 全ての契約について、担当部局以外にも総務副ディレクター及び総務ディレクターが決

裁を行う等、チェック機能を強化した審査体制を取っている。

【評価ポイント】

・随意契約比率については、目標である金額ベースで 18．9％に対し 24．3％、件数ベースで

目標 7．1％に対し 9．1％と目標に及ばなかったが、対前年度比では、金額ベースで 4％減、

件数ベースで 3．6％減と減少傾向を堅持しており評価できる。また、随意契約を行ってい

た事業のうち、昨年度から 4 件、2,684 千円分を減少する等、随意契約金額の削減への取

組は評価できる。

なお、競争性のある不落随契を随意契約に含めない場合においては、金額ベースで 20．6％、

件数ベースで 5．5％となり、件数ベースでは目標を達成している。

・平成 21 年度に設置した契約監視委員会において、随意契約事由の妥当性や一般競争入札に

ついても真に競争性が確保されているか等の検証を行うとともに、「随意契約見直し計画」

の改訂に向けた検討を実施し（改訂は、平成 22 年 4 月 30 日）、入札・契約の適正化を進め

たことは評価できる。

・随意契約の見直しについて、以下の点が評価できる。

①随意契約とせざるを得なかった契約については、契約監視委員会による検証が行われ不

適切な契約ではないとの検証結果を得ている。

②一者応札の割合が低下している。

③企画・公募による競争契約において一者応札となった契約に関連して、平成 21 年度の更

新業務契約について改善の検討を行い、二者応札を得ている。

【主なコメント】

・ＲＩＥＴＩが日本有数のシンクタンクに成長するためには、国内外の研究機関との連携が

必要。研究テーマの相互補完を推進するために発注先の評価もできるように準備しておき

たい。

・分室契約については将来メンバーが増加する場合に備え（他研究機関の吸収）競争力のあ

る立地も検討しておきたい。
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＜契約状況の公表の根拠＞

独立行政法人経済産業研究所会計規程細則

第4条の2

支払の原因となる契約を締結した場合（予定価格が当該契約の種類に応じて前条２項一号、二号及び五号の金額を超

えるものとし、特定調達契約に該当するものは除く。）には、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内（各年度

の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については93日以内）に当研究所ホームページに掲載する方法に

より、次の各号に掲げる事項の公表を行うものとする。

一 物品等又は役務の名称及び数量

二 契約担当者の氏名及び所在地

三 契約締結日

四 契約の相手方の指名及び住所

五 契約金額

六 予定価格（公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は当研究所の

事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。）

七 落札率（予定価格を公表しない場合を除く。）

八 随意契約によることとした理由

九 随意契約を締結する場合に、契約の相手方に当研究所の常勤職員であったものが役員として、契約締結日に

在職していれば、その人数。

十 その他必要と認められる事項

（参考１）契約に係る公表の基

準の整備及び実施状況

○「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」において、「公共調達の適正化について（平成 18 年 8 月

25 日付け財計第 2017 号）」に準じて契約に係る公表の基準を定め、当該基準に基づき、経済産業研究所ホ

ームページに公表している。

（参考２）契約に係る規程類の

整備・公表状況及び当該規程類

の適切性

○ 整備状況

契約方式、契約事務手続、公表事項等契約に係る規程として、「独立行政法人経済産業研究所会計規程」

及び 「独立行政法人経済産業研究所会計規程細則」を定め、これらに基づき実施している。

○ 当該基準等の運用状況

これら規程類に基づき、契約手続きを実施している。

○ 当該基準等の公表状況

これら規程類は、すべてホームページで公表している。また、契約の締結状況もホームページで公表して
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いる。

○ 規程類の適切性

随意契約ができる少額契約の上限額、指名競争入札ができる上限額、契約情報の公表事項、総合評価方式

の導入について、国の基準と同一になっており、適切性は確保されている。

「見積書の徴取省略の取扱い」については、国の基準と異なるものの、差異の内容は以下の通りであり、

適切性は確保されている。

「見積書の徴取省略の取扱い」

会計規程細則第 10 条において、6 万円を超えない契約については、見積徴取を省略できることとしてい

る。国は、100 万円以下の随意契約について、各省が契約事務の実情を勘案して、予定価格調書、その他

書面による積算を省略し、又は見積書の徴取を省略してもよいこととしている（大蔵省主計局長通達・昭

和 44 年蔵計 4438 参照）

「会計規程細則第 10 条」

６万円を超えない契約、又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書の徴収

を省略することができる。

（参考３）契約の適正実施確保

のための取組状況

○ 契約事務の執行体制及び内部審査の整備状況・体制

競争入札については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を

行い、契約金額 1,000 万円を超える契約については、理事長の決裁が必要となる。

随意契約（少額随契を除く）、企画・公募による個々の契約の決裁は、審査基準から契約まで担当部局以

外に総務副ディレクター、総務ディレクター及び理事長がすべての契約の決裁を行う。

少額随契については、担当部局以外に総務副ディレクター及び総務ディレクターがすべての契約の決裁を

行う。また、規程上、「重要又は特殊な契約」については決裁後、監事に回付することとしており、運用

上は、理事長が決裁した契約をすべて監事に回付している。

（参考４）平成２１年度に締結

した契約の状況

（単位：件、千円、％）

平成 20 年度 平成 21 年度

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率

競争入札 11 33,139 64.00% 12 165,041 76.66%

企画競争・公募 51 250,829 38 174,824

随意契約 9 112,051 5 109,367

合計 71 396,020 55 449,232

随意契約の割合 12.7% 28.3% 9.1% 24.3%
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104,027,246

合 計

52

396,019,560 71 396,019,560

250,829,318

(100%) (100%) (100%)(100%)
71

企画競争、公募等

競争性のない随意契約
(12.7%)

金額（円）

51

(71.8%) (63.3%)

(28.3%)

競争入札
(15.5%)

252,333,758

(8.4%)

(73.2%)

(18.3%)

件数 金額（円） 件数

65

(87.3%) (71.7%) (91.5%)

(63.7%)

(10.0%)
11 33,138,799 13 39,658,556

(26.3%)
9 112,051,443 6

(8.5%)

291,992,314
競争性のある契約

62 283,968,117

見直し後

(73.7%)

平成２０年度実績

「随意契約見直し計画」の進捗状況について

○ 随意契約見直し計画の考え方

平成 20 年度の契約実績（71 件）を基に見直し計画を策定。具体的には、

① 真にやむを得ない下記の随意契約を除き、引き続き一般競争入札等への移行を進める。

② 次の項目については、随意契約が真にやむを得ないものとして、引き続き随意契約とする。

(a) 分室賃貸借関係：地理的利便性が重要であるため。なお、清掃、工事も家主の指定業者に限定され

ている。

(b) 他機関との共同研究：研究内容から判断して特定機関と共同で行うこととしているため。

(c) 既調達のシステムの改修：貸主以外の者による改修では、保守を受けられなくなるため。

(d) シンポジウム関係：競争性のある契約形態で選定した会場において、機器の賃貸借などを行う場合

の会場指定業者との契約

分室貸借関係(21 年度実績 2件)

共同研究(21 年度実績 1件)

○ 「随意契約見直し計画」平成 22 年 4 月 30 日策定

○ 平成 21 年度実績

平成 21 年度においては、随意契約見直し計画に従って随意契約を削減。しかしながら、一部、見直し計

画では想定していなかった不落随意契約が下記のとおり発生。
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情報システム関係（不落随意契約）：2件（16,800 千円）

(a)「RIETI 遠隔操作システムの構築」役務請負契約：株式会社 PFU：10,100 千円

(b)「RIETI 遠隔操作システムに関する資材購入」売買契約：株式会社 PFU：6,700 千円

本件の契約については、開札の際、3回の札入れを行ったが、応札金額が予定価格の範囲外であったため

落札者なし（不落）となり、その後、予定価格の範囲内で契約が可能かどうか応札者と交渉を行った結果、

一部機器を除外しても仕様を満たすことが確認され、予定価格の範囲内までの価格引下げの合意に至った

ため、契約を行った。

○ 随意契約における再委託状況：0件

○ 「随意契約見直し計画」の目標は随意契約比率で

件数ベース： 9．1％（目標： 7．1％）

金額ベース：24．3％（目標：18．9％）

となっており、目標には及ばなかったが、対前年度比では件数ベース、金額ベースともに減少傾向を堅持

している（件数ベース▲3.6％、金額ベース▲4.0％）。

なお、不落随契（競争性のある随意契約）を随意契約に含めない場合、随意契約割合は、件数ベースで 5．

5％、金額ベースで 20．6％。

（参考）随意契約比率の推移

（件数ベース）

応札(応募)者

一般競争入札 企画競争 公募 合計

20 年度 21 年度 20 年度 21 年度 20 年度 21 年度 20 年度 21 年度

二者以上 6 12 34 28 0 0 42 40

一者 5 0 9 2 8 8 20 10

合計 11 12 43 30 8 8 62 50

一者の割合 45.5 % 0.0 % 20.9% 6.7% 100.0% 100.0% 32.3% 20.0%

随意契約比率 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

件数 85.1% 59.5% 12.7% 9.1%
金額 79.8% 61.5% 28.3% 24.3%
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○ 一般競争入札のうち、落札率が 95％以上の契約が 12 件中 1 件（委託調査）あったが、これは、RIETI

がこれまで実施してきた類似契約（委託調査）の積算等から算出した予定価格が実勢（市場価格）に近

かったためと推測する。

○ 平成 21 年度において応札者が 1 者であった一般競争入札による契約は、契約条件の見直し等、競争性

を高める努力により、12 件中 0件であった。

○ あらかじめ契約上限額を示した企画・公募による競争契約において、応札者が 1者であった契約は 1件。

当該業務は、国連が発表している貿易データ及び台湾財政部発表の貿易データを入手の上、産業別、生

産段階別に貿易マトリクスを作成するもの。平成 17 年度以降ほぼ毎年実施しており、17 年度～18 年度

は随意契約、19 年度及び 21 年度は企画競争とし、一貫して「株式会社価値総合研究所」が受注してき

た。本件の募集の際に予算規模（400 万円（税込））を契約上限額として明示したため、本作業の経験

を有していた 1者のみの応募となったのではないかと推測している。

○ なお、本作業の次年度に当たる「RIETI-TID2009 更新業務」は、①仕様書に詳細な作業手順を記載する

とともに、②他のデータベース関連業務と組み合わせて、「平成２１年度経済産業研究所データベース

業務」として官民競争法に基づく手続きにより入札を行った。仕様書の工夫等、応札者の範囲拡大に向

けた取組により、２者の応札を得ている。

○ 一者応札契約先による再委託はない。

（参考５）随意契約によらざる

を得ない契約の内訳

○ 共同研究調査委託：1件（9,991 千円）

企業活動の国際化と国際協力に関する調査研究に係る共同契約：国立大学法人京都大学

研究内容から判断して特定機関と共同で行うこととしているため。なお、京都大学との間では学術協力

及び交流に関する協定を締結している。

○ 分室賃貸借関係：2件（82,576 千円）

貸室賃貸契約：大同生命保険株式会社

前年度に引き続き賃借するものであり、競争に適さないことから、会計規程第 47 条第 3 項第 1 号に該

当するため(前年度以前からの継続的契約）。

○ 情報システム関係（不落随意契約）：2件（16,800 千円）

(a)「ＲＩＥＴＩ遠隔操作システムの構築」役務請負契約：株式会社ＰＦＵ：10,100 千円

(b)「ＲＩＥＴＩ遠隔操作システムに関する資材購入」売買契約：株式会社ＰＦＵ：6,700 千円

本件の契約については、開札の際、３回の札入れを行ったが、応札金額が予定価格の範囲外であったた

め落札者なし（不落）となり、その後、予定価格の範囲内で契約が可能かどうか応札者と交渉を行った
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結果、一部機器を除外しても仕様を満たすことが確認され、予定価格の範囲内までの価格引下げの合意

に至ったため、契約を行った。

（参考６）関係法人（特定関連

会社、関連会社及び関連公益法

人等）との契約の状況

○ 経済産業研究所に関連法人はない。
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＜役職員の給与等に関する事項＞

個々の評価事項について
当該年度の評定がＢとなる基準

平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

役職員の給与等の水準の適正化【必須】 【主な実績】

○ 事務・技術職のラスパイレス指数は 96.1 と平成 20 年度に比べ 3.4 ポイント下がって

おり、地域・学歴勘案をした場合は、80.1 と平成 20 年度に比べ 5.4 ポイントも下がっ

ている。

○ 研究員のラスパイレス指数は 129.5 と高いが、これは政策研究・提言活動を行う知識

集約型の人材を集めること、永続的な雇用を保障していないこと、退職金の支給が無

いこと等から高水準となっている。しかしながら、平成 20 年度に比べると 4.1 ポイン

ト下がっている。

○ 人件費総額は、基準年比で約 17%の大幅な削減となっている。

○ レクリエーション経費の使用実績はない。また、その他法定外福利費・諸手当につい

ては、国と同様の基準とするよう適切に対応した。なお、期末手当・勤勉手当の算定

方法のみ国と異なるが、これは、雇用契約の違いに起因するもので、支給割合は国に

準じて、適切に運用している。

【評価ポイント】

・事務・技術職及び研究員ともに、ラスパイレス指数が下がっており評価できる。

・研究員のラスパイレス指数が高めであるが、高学歴の人材であり、長期的な雇用が前提

とされてはいないことから妥当性には問題はない。また、研究所として優秀な研究員を

確保する観点からは認められる水準である。

・人件費総額は削減されており、経費節減を進めていると評価できる。

【主なコメント】

・役職員の給与に関する視点は、いかに有能な人材を集められるかにあるため、民間や外

国も含めた他の研究機関との水準の比較が必要。現状は、官庁や大学から人材を求める

場合の水準としては適切だが、米国のシンクタンクの優れた研究者（ナンバー２～３等）

を活用するには十分ではないのではないか。
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（参考１）役員の報酬等の支給状

況

（参考２）役員報酬への業績反映

の仕方

（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況

○平成 21 年度支給対象者はいない

（参考４）常勤職員の給与の支給

状況

（単位：千円）

報酬（給与）

15,664法人の長 21,036

報酬等総額

5,372

賞与 その他（内容）

0

（参考）全独立行政法人平均（平成20年度）

法人の長 18,605

（参考）国家公務員指定職（平成21年4月1日現在）

23,712事務次官（８号俸）

「独立行政法人経済産業研究所役員給与規程」において、理事長は経済産業省独立行政法人評価委員会の業務実績に関わる

評価結果（以下、「評価結果」という。）を勘案し、業績給を支給することができるとして規定している。理事長の業績給の額は理事

長として支給された本俸月額の合計額を給与支給月数で除した額に100分の326を乗じて得た額に以下に定める評価結果に即した

割合を乗じて得た額とする。

100分の100

100分の25

評価結果 割合

Ｂ評価

Ｃ評価

100分の50

100分の75

ＡＡ評価

Ａ評価

100分の0Ｄ評価

区分 年間平均給与額（千円）

常勤職員

うち事務・技術

うち研究職種

注：平成21年度中（平成21年4月1日～平成22年3月31日）に在籍した者のみの数

7,541

41.4

42.3

平均年齢（歳）

41.6

7

人員（人）

31

2,805

総額

10,649

5,600

1,689

7,844

4,9456,63424

うち賞与うち所定内

1,941
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（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較

①ラスパイレス指数の状況

（※）国の給与水準を 100 とした時の指数

②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由

○ 研究員については、その年俸額を下記の諸要因を総合的に考慮して決定しているが、民間からの採

用者については任期付であること(永続的な雇用を保障していないこと)及び退職金を支給しないこ

と等から、高めの水準となっている。

参考：研究員の年俸決定時の考慮要因(研究職員等給与規程第２条第 2項)

契約締結に当たっては、研究職員等の年俸は、①個人の専門能力、経験、研究成果、②学位の有無、

③担当する職務の複雑・困難、責任の度、④組織への貢献期待度、⑤現在別組織に既に雇用されてい

る場合、当研究所に移ることによって発生するリスクに対する補償額、⑥当研究所の研究環境を享受

＜事務・技術職員＞

対国家公務員（行政職（一））

地域勘案

学歴勘案

地域・学歴勘案

96.1

92.5

80.1

83.2

＜研究職員＞

対国家公務員（研究職）

地域勘案

学歴勘案

地域・学歴勘案

129.5

124.2

124.6

128.8

ラスパイレス指数の推移

〈事務・技術職員〉
18年度 19年度 20年度 21年度

対国家公務員 91.9 94.9 99.5 96.1
地域勘案 - 83.6 87.4 83.2
学歴勘案 - 92.3 97.2 92.5
地域・学歴勘案 - 81.4 85.5 80.1

〈研究職〉
18年度 19年度 20年度 21年度

対国家公務員 137.6 133.9 133.6 129.5
地域勘案 - 131.1 128.7 124.6
学歴勘案 - 133.4 132.9 128.8
地域・学歴勘案 - 130.7 128.1 124.2
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することによって、本人が受ける便益、⑦研究者市場において、本人と同様の状況にある研究者の給

与相場、⑧競合先提示条件、⑨現在の給与及び⑩既に当研究所に雇用されている研究者の給与とのバ

ランス等を考慮して定めるものとする。

（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）に基づく人件費改革の進捗状

況等

○人件費削減方式を採用している。

(※)人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項

・年度当初（年度途中採用者については採用時）に設定した目標に対して、毎年業績評価を実施。 評価はＡ・Ｂ・Ｃの３段階

（より詳しくはＡ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃの６段階で行う）

◎業績評価と昇級の関係

昇級幅（号俸）

特別賞与

①現在の本俸同額、（年俸制の者にあっては）年俸額を俸給表に当てはめ、その直近上位から評価結果に基づく昇級幅

（号俸の増加率を現在の年俸額に乗じて俸給額又は年俸額を計算する。
②国家公務員において、a）平成21年度までを昇級抑制期間と位置づけていること、b）課長補佐、管理職層では、実質的

に昇級停止となることに鑑み、RIETIの３等級相当以上の者（研究職員及びシニアのマネージャー以上のスタッフ）について

は、この間、昇級幅を半分程度に抑制する。ただし、特別賞与（Ａ－以上の場合に支給）については、抑制しない。

あり

ＢＢ＋

あり

0

Ｃ

66

Ａ Ａ－ Ｂ－

26 4

（単位：千円）
18年度実績 19年度実績 20年度実績 21年度実績

給与、報酬等支給総額 449,453 413,940 405,336 370,007
人件費削減率 ＋1.07% ▲6.94% ▲8.87% ▲16.82%
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（参考８）その他 ○ 期末手当、勤勉手当の支給割合・算定方式

雇用契約（１年間）を行っており、人事評価の結果を次期契約に反映させている。算定方法は国と

異なるが、支給割合（21 年度においては、4.15 月分）は、国に準じたものとなっている。

○ 通勤手当

法人発足時には、多様な雇用形態を想定し、遠隔地からの交通費を上限額として 10 万円としていた

ところ。但し、本年１２月に規程を改正し、国と同額の 5.5 万円とした。

○ 法定外福利費

・供花について、国では厳格な審査のうえ支出の可否を決定しており、支出すること自体は問題が

ないと理解している。なお、経理上の区分については、独法会計原則に基づき、適切に計上してい

る。

・レクリエーション経費の使用実績はない。
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３－１．サービスの質の向上①（調査及び研究業務）

評定結果
１６年度：Ａ、１７年度：Ａ＋、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ

評価のポイント

○ 数値目標は調査及び研究業務に係る各種項目について、平成 21 年度の目標を達成しており、質的にも高い

評価を得ている。特に内部レビューを経て公表された研究論文数及び国際シンポジウム、学界等で発表され

た論文数は過去最高であり、高く評価できる。

○ 海外の研究機関等とのネットワークを深化させ、海外講師を交えた国際シンポジウムや国際セミナー、国際

ワークショップの開催頻度を高める等の取り組みによって、研究成果が国際的なレベルに上がってきたこと

と評価できる。

○ 労働市場改革についての提言や IT 投資の生産性向上効果に関する研究成果が経済産業省の産業構造ビジョ

ンの策定に反映され、また中小企業白書や通商白書にも RIETI の研究成果が多数引用されている点は、研究

成果が政策立案に着実に貢献していることであり、評価できる。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．調査及び研究業務

研究内容が高い学術水準を確保するととも

に、テーマ設定が中長期的な政策立案ニーズに

充分合致し、経済産業政策に研究成果が活用さ

れている場合。

【主な実績】

○ 研究の進展に伴い公表済みの DP が蓄積され、WEB ページを通じた DP のダウンロード数

は年間で過去最高の 296 万件に上った。

○ 正規・非正規雇用の二極化が企業の人材育成や活用の柔軟性を阻害しないよう労働市

場の改革に取り組むべきとの RIETI の研究成果や、IT 投資の生産性向上効果に関する

研究成果が、平成 22 年 6 月に取りまとめられた経済産業省の産業構造ビジョンの策定

に反映されるなど、経済産業政策の推進に貢献した。また、平成 22 年 4 月の中小企業

白書や 6 月公表予定の通商白書においては、企業の国際化、中小企業金融、ワークラ

イフバランスなどに関する RIETI の研究成果が多数引用されている。

○ 研究ニーズや研究成果の評価に基づき研究プロジェクトの改廃新設を進めた。具体的

には、平成 21 年度の年度当初に実施中であった 54 の研究プロジェクトのうち 14 プロ

ジェクトを当年度中に終了し、新たに 9 件のプロジェクトを立ち上げ、より政策立案

への貢献を意識して研究を推進した。
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① 内部レビューを経た論文の公表数：目標 55

件

② 基盤政策研究領域代表者へのアンケート：目

標 66％

③ METI 関係課室へのアンケート結果：目標Ｂ評

価

→実績：121 件（過去最高件数）

内部レビューを経た論文の公表数 推移 （単位：件）

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度

90 103 113 121

○平成 21 年度は中期目標期間の後期に入って、これまでの研究が着実に実を結んだ結果、

法人創設以来過去最高件数の論文公表につながった。

→実績：問 1：研究内容が政策当局のニーズを反映している 87.5％

問 2：研究成果が政策当局の企画立案に貢献している 75.0％

（参考）領域代表者へのアンケート結果 推移

→実績： 研究領域 ①政策ニーズとの合致 ②政策形成へのインパクト

（Ａ～Ｃ：3段階評価） （ＡＡ～Ｃ：5段階評価）

少子高齢化 Ａ Ｂ

イノベーション Ａ Ｂ

グローバル・アジア Ａ Ａ

隣接領域 Ａ Ｂ

①Ａ：研究プロジェクトは政策ニーズに合致している。

Ｂ：研究プロジェクトは政策ニーズに合致しているとも合致していないとも言えない。

Ｃ：研究プロジェクトは政策ニーズに合致していない。

基盤政策研究領域代表者へのアン

ケート
平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

研究内容が政策当局のニーズを反

映している。
88% 100% 87.5% 87.5%

研究成果が政策当局の企画立案に

貢献している。
100% 100% 75% 75%
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④ 学術誌、専門誌等で発表された論文数：目標

32 件

②ＡＡ：研究成果の大半が政策形成インパクトを与えうると考えられる。

Ａ：研究提言のかなり多くが政策形成インパクトを与えうると考えられる。

Ｂ：政策提言の比較的多くが政策形成インパクトを与えうると考えられる。

Ｃ：政策提言のごく一部が政策形成インパクトを与えうると考えられる。

Ｄ：政策成果のうち全く政策形成インパクトがないと考えられる。

（参考）METI 関係課室へのアンケート結果 推移

（注）インパクトの評価が前年度に比べて低い状況になった理由は、政策当局の評価は、通常その年の年秋

から次年初にかけて実施されるが、平成２１年度においては、政府の新成長戦略や経済産業省の産業構造

ビジョンの策定に向けた検討が、平成２２年２月から６月にかけて実施されたことから、評価時期と政策

検討時期の時間的ずれが生じ、これらの要因が影響しているものと考えられる。

→実績：65 件

METI関係課室へ
のアンケート

研究領域 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度

政策ニーズとの合

致（A～C：3段階）
少子高齢化 A B A A

イノベーション A A A A
グローバル・アジア A A A A

隣接基礎 A A A A
政策形成へのイン

パクト（AA～D：
5段階）

少子高齢化 A B A B
イノベーション B B A B

グローバル・アジア A A A A
隣接基礎 B A A B
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⑤ 国際シンポジウム、学会等で発表された論文

数：目標 72 件

⑥ その他

→実績：253 件(過去最高件数)

○国際シンポジウム、学界等で発表された論文は、昨年度の 217 件（過去最高件数）を上

回る結果となり、研究成果を積極的に社会へ発信した。

→これまで構築してきた海外研究機関等との国際ネットワークを深化させることにより、

新たな知見を共同で見出す等、研究所としての幅を広げた。

� 中国国務院発展研究中心（ＤＲＣ）との共同研究を推進。その成果を含む研究交流

ワークショップを東京及び北京において開催。現下の経済状況における中国経済及

びアジア経済の見通しについて意見交換を行った。

� 海外講師を交えた国際シンポジウムを 3回実施。

・「平和と発展に向けたアジアの制度構築」2009．8

・「Comparative Analysis of Enterprise Data」2009．10

・「経済危機と産業政策」2009．12

� 国外の参加者と共同で実施する公開・非公開の国際セミナー、国際ワークショップ

を 13 件開催。

� 欧米やアジアの研究者、国際機関の責任者等の外国人講師による BBL を 20 件開催。

� 世界各国の行政・研究機関から意見交換のための来訪者が増加。中国、韓国、台湾、

タイ、インドネシア等のアジア各国や、米国、仏国、スウェーデン、バルト三国等

世界各国から来訪。

【評価ポイント】

・ 数値目標は調査及び研究業務に係る各種項目について、平成 21 年度の目標を達成して

おり、質的にも高い評価を得ている。特に内部レビューを経て公表された研究論文数及

び国際シンポジウム、学界等で発表された論文数は過去最高であり、高く評価できる。

・ また、海外の研究機関等とのネットワークを深化させ、海外講師を交えた国際シンポジ

ウムや国際セミナー、国際ワークショップの開催頻度を高める等の取り組みによって、

研究成果が国際的なレベルに上がってきたことと評価できる。

・ 労働市場改革についての提言や IT 投資の生産性向上効果に関する研究成果が経済産業

省の産業構造ビジョンの策定に反映され、また中小企業白書や通商白書にも RIETI の研

究成果が多数引用されている点は、研究成果が政策立案に着実に貢献していることであ
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り、評価できる。

・ 研究成果について、経済産業省関係課室によるプロジェクト単位の評価は、政策ニーズ

との合致について高い評価を得たが、政策形成に与えるインパクトに関しては、B評価

となっている分野があり改善することが望ましい。また、基盤政策研究領域代表者によ

る評価では、政策当局のニーズの反映とともに、企画立案への貢献のいずれにおいても

概ね高い評価を得ている。

【主なコメント】

・雇用政策は、産業界全体に関わるニーズのあるテーマであり、今後も引き続き研究対象

として重視すべきものと考える。
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３－２．サービスの質の向上②（政策提言・普及業務等）

評定結果
１６年度：Ａ、１７年度：Ａ＋、１８年度：Ａ、１９年度：Ａ、２０年度：Ａ

評価のポイント

○ 出版刊行数、シンポジウム・BBL の開催数等アウトプット指標は目標値を上回っており、活発な活動による

成果であると評価できる。特に、ホームページのヒット総数が過去最高件数を記録し、特に、英語サイト

のヒット件数が大幅に伸びて過去最高となっていることは、RIETI の認知度が英語圏で普及してきたことで

あり評価できる。

○ 国際的な課題について、海外の研究機関との連携を進めており、特に中国発展研究センター（DRC）との共

同研究は、海外への発信の観点から意義がある。このような活動は海外からの注目度が上がってきている

証明でもあり、国際的にも活動の場が広がりつつあることは評価できる。

○ ノンテクニカルサマリの作成、英文論文に関する日本語の政策含意サマリと論文概要の作成など、研究成

果をより多くの人々に分かり易く伝える努力を重ねており評価できる。またタイムリーなトピックを採り

上げたシンポジウムを開催する等、機動的な対応が評価できる。

○ RIETI の強みであるデータベースについては、引き続き 21 年度も効果的・効率的な政策研究に必要なもの

の構築に成果を上げることができた。JIP データベースについては、OECD の正規統計として採用される等

の活用が進むとともに、データベースのシステム化（データ更新の自動化）の促進を図っている。また、

アジア通貨単位 AMU では AMU-cmi を創設し、RIETI－TID ではデータベースの対象を拡充（ASEAN+6 に拡充）

する等、データベースの活用が進む努力をしており、評価できる。さらに、ユーザーによるデータベース

の利用状況を見ると、利用が減ったデータベースが見られるものの、例えば、JIP データベースでは、日本

銀行の政策論議で活用される等、JIP データベースの重要性を活かした活用がなされており、評価できる。

○ コンサルティングフェローの能力向上については、特定の研究プロジェクトに所属させ、DP の作成という

プロセスを通じて行われている点が積極的なものとして評価できる。また、BBL が大変充実しており、特に、

来日された外国の専門家に時宜を得たテーマで開催されていることは評価できる。
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個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．政策提言・普及業務

インパクトのある提言・普及活動とするため、

様々なツールの積極的で有効な活用とその質的

な充実を図っている場合。

① 研究成果を取りまとめた研究書の出版刊行

総数：目標 4冊

② シンポジウム・BBL の開催総数：シンポジウ

ム６回、BBL50 回

③ HP のヒット総件数：目標 40 万件

研究 1 本当たりのダウンロード平均総数：

目標 2,400 件

【主な実績】

→実績：5冊

（参考）

・『労働時間改革 日本の働き方をいかに変えるか』 鶴 光太郎、樋口 美雄、水町 勇一郎

・『日本企業の対中投資 調査・分析と中国の実際』 柴生田 敦夫

・『ワークライフバランス 実証と政策提言』 山口 一男

・『The Future of The Multilateral Trading System: East Asian Perspectives』 KOTERA

Akira, ARAKI Ichiro, KAWASE Tsuyoshi

・『Free Trade Agreements in The Asia Pacific』 Christopher FINDLAY, URATA Shujiro

→実績：シンポジウム 8回

BBL64 件

○シンポジウムは海外講師を交えた国際シンポジウムを積極的に開催。

○シンポジウムの他、研究の質を高める目的で小規模のワークショップを 22 回開催し、国

内外の専門家や政策当局者を交えて議論を深めた。

→実績：HP のヒット総件数 125 万件（過去最高件数）

（参考）

18FY 19FY 20FY 21FY

HP のヒット件数 65 万件 75 万件 106 万件 125 万件

英語サイトヒット件数 5万件 7万件 17 万件 40 万件

中国語サイトヒット件数 4万件 6万件 7万件 6万件

→実績：研究 1本あたりのダウンロード平均総数 4,098 件

（過去最高）

（過去最高）
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④ ニュースレター月平均発行回数：目標 3回

印刷物による広報誌発行総回数：目標 5回

⑤ RIETI の政策提言・普及業務の外部レビュー

アンケート結果（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 4 段階

評価）（参考値）

○HP では、コラムやディスカッションペーパーに限らず、コンファランスや BBL の内容も

公開して利便性及び透明性の向上を図っており、年々アクセス数も増加している。特に英

語サイトのヒット件数の伸びが顕著となった。

→実績：ニュースレター4回

広報誌 5回

→質問 1．「RIETI の活動は、あなたの業務、研究の参考になりましたか？」

評価Ｂ（多少参考になった）

→質問 2．「RIETI は『大きく変貌する社会経済情勢の下で、中長期的な視野に基づいて政

策当局と一定の距離を置きながら、行政官・研究者・有識者の知見を集結させ

ることで学術的にも高い水準に裏打ちされた政策研究を行うことによって、政

策立案プロセスに貢献すること』を目的にしています。RIETI の活動はこの目

的をどの程度果たしていると思いますか？」

評価Ｂ（ほぼその役割を果たしている）

（参考）外部レビューアンケート結果 推移

政策提言・普及業務の外
部レビューアンケート

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

RIETIの活動は、あなたの
業務、研究の参考になりま
したか？

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

RIETIは中長期的視野に基
づき政策当局と一定の距
離を保ちつつ、研究者・有
識者等の知見を集結し学
術的な裏打のある研究に
より政策立案プロセスに貢
献する目的があるが、どの
程度果たしていると思う
か？

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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⑥ その他 ○これまで、研究成果としてまとめる論文（DP）は学術論文の形式で作成公表することを

基本としてきたが、RIETI の研究成果の発信をよりわかりやすく、より多くの人に向けて

発信していくため、各 DP の公表の際には、DP と別に、その DP の政策含意を抽出して説明

する政策含意サマリ（「ノンテクニカルサマリ」）を作成することとし、21 年 2 月以降の DP

より順次添付して公表を開始。平成 21 年度は実績 2本。平成 22 年度においてもすべての

DP に政策含意サマリを作成する方針である。

○さらに、これまで英文サマリだけであった英文論文にも、同様の日本語の政策含意サマ

リと論文概要を作成することとした。

○平成 21 年度においても、平成 20 年秋に深刻化した世界経済危機について、RIETI の研

究成果を活かした機動的な対応に取り組んだ。特に、21 年 7 月には、3つの研究ドメイ

ンごとに、シンポジウムを実施した。

・2009 年 7 月 2 日 世界経済危機下のイノベーション―能力構築と制度改革のあり方

・2009 年 7 月 3 日 金融危機と日本経済の行方

・2009 年 7 月 16 日 世界不況と国際経済～日本の対応

○国際的な課題に対して海外の研究機関とも連携して対応するため、政策分析研究者の国

際的なネットワークづくり、研究交流の深化に取り組んだ。平成 21 年度は、特に、中国

発展研究センター（DRC）との間の共同研究について 3度にわたる共同ワークショップの

実施、共同ディスカッションペーパーの取りまとめなど大きな成果が得られた。

・2009 年 5 月 22 日 DRC-RIETI ワークショップ「中国の経済成長とグローバル化」

・2009 年 6 月 19 日 DRC-RIETI ワークショップ「金融危機後の東アジアと世界経済の将

来/対外・対内直接投資と日本の産業政策について」

・2010 年 3 月 16 日 DRC-RIETI ワークショップ

○経済産業省経済産業政策局において、局長及び関係課長等に対してＲＩＥＴＩの研究員

が研究成果を報告する会を４回実施し、より具体的な政策ニーズや課題に踏み込んだ議

論を行った（森川副所長、鶴上席研究員、中田研究員、山口ビジティングフェロー）。
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【評価ポイント】

・出版刊行数、シンポジウム・ＢＢＬの開催数、ホームページのヒット総数、研究論文の

ダウンロード平均総数等のアウトプット指標は、全て目標値を上回っており、活発な活

動による成果であると評価できる。

・ホームページのヒット総数が過去最高件数を記録し、特に、英語サイトのヒット件数が

大幅に伸びて過去最高となっていることは、RIETI の認知度が英語圏で普及してきたこ

とであり評価できる。

・ノンテクニカルサマリの作成、英文論文に関する日本語の政策含意サマリと論文概要の

作成など、研究成果をより多くの人々に分かり易く伝える努力を重ねており評価できる。

またタイムリーなトピックを採り上げたシンポジウムを開催する等、機動的な対応が評

価できる。

・国際的な課題について、海外の研究機関との連携を進めており、特に中国発展研究セン

ター（DRC）との共同研究は、海外への発信の観点から意義がある。

【主なコメント】

・産業政策の前提条件を大胆に変更したシミュレーションを実施して、ケースによっては

強烈なメッセージを出せるようにしてほしい。

・外部レビューアーからのアウトカムは昨年度と比べて微増であった。シンポジウム等の

地方開催が予算の関係で限られたようだが、さらなる努力が必要と思われる。

２．資料収集管理、統計加工及び統計管理業務

効果的、効率的な政策研究のために、統計デ

ータベースやこれを使いやすい形に加工したデ

ータベースの構築を行い、ユーザーに活用され

ている場合。

【主な実績】

○ 大規模データセットである JIP データベースは、RIETI の様々な研究プロジェクトで活

用するほか、2009 年通商白書の生産性分析や、日本銀行の政策論議にも使われるなど、

重要なデータベースとして高く評価されている。平成21年度は、JIPデータベース2009

を完成し公表した。

また、今後の JIP データベースの作成に必要な公表データの収集・入力業務をこれま

でより効率的に実施するために、平成 21 年度からシステム開発に着手した。具体的に

は、官民競争入札により業者を選定し、初年度の収集作業を実施するとともに、デー

タベースシステムの開発を進めている。これにより、今後将来にわたって蓄積されて
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① データベースの構築と活用に向けた取組に

ついて

いくデータ更新を安定的に行うことが可能となる。

○ RIETI－TID は、我が国と諸外国をはじめ、外国間の貿易構造について豊富な情報を備

えたデータベースであり、通商白書に必要な分析を行ううえで重要なデータベースと

評価されている。平成 21 年度も、東アジア地域の括りを従来の ASEAN+3 から+6 に拡充

して統計の利便性の向上を図るなど、改良に取り組んだ。

○ アジア通貨単位 AMU については、平成 20 年度にシステムの構築を行い、安定的に情報

の提供を図ったところであるが、平成 21 年度はチェンマイイニシアチブのマルチ化に

伴い、新たに AMU-cmi を創設し、データ公表を開始、より多面的な情報を提供してい

る。

→実績：研究員の研究成果・政策提言については、Web 上で誰でもいつでも閲覧できるよ

うになっている。また、政策形成の軌補データとなる統計データの開発やアンケ

ート調査結果等についても、「RIETI データベース」として Web 上で一般に公開し

ている。

（RIETI データベースの概要）

研究所では、計量分析・データベースクラスターを設けて、政策分析用データベースの

体系的整備を行っており、外部提供を行っているデータベースについては以下のとおり

である。

� JIP データベース（日本の生産性に関する統計）

…日本の経済成長と産業構造変化を分析するための基礎資料及び日本産業生産性デ

ータベース（Japan Industrial Productivity Database）を提供。現在は、2009 年

版を提供している。EU の国際プロジェクトと連携した研究で OECD の正規統計として

採用。

� AMU and AMU Deviation Indicators アジア通貨単位(AMU)と東アジア通貨の AMU 乖

離指標

…「アジアの最適為替制度」プロジェクトにおける「アジア通貨単位（AMU）と東ア

ジア通貨の AMU 乖離指標」の測定結果を提供。
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② データベースのユーザーによる利用状況

� RIETI-TID（東アジアの貿易材の生産工程における性質及び各産業の貿易データ）

…東アジアの製造業産業活動を貿易動向から把握する観点から、同域内で取引が活

発な産業に焦点を絞りつつ、産業毎（13 分類）の生産工程別（5 工程）に 1 年間の

貿易額を整理した結果を提供。

� 総合エネルギー統計の解説・2006 年度より適用される新たな総合エネルギー統計に

ついての解説

…総合エネルギー統計の各項目とその設定根拠、推計過程の解説を提供(2007 年改訂

版）。

� 都道府県別エネルギー消費統計

…都道府県別エネルギー消費統計の解説と試算結果を提供。

� 長期接続産業連関データベース

…日本の産業構造を分析するため、基礎データである産業連関表の長期接続データ

を産業部門毎に提供。

� マイクロデータ計量分析プロジェクト

…企業活動基本調査や工業統計調査などの政府統計の個票を用いたプロジェクトの

研究成果とリソースを提供。

� アンケート調査結果

…産学連携実態調査及び NPO に関する研究プロジェクトのアンケート調査結果・報

告書を提供。

� リンク集

…国内外の政府機関等の統計担当部局のリンク先を提供。

今後も利活用可能なデータベース及びアンケート調査結果等を順次公開していく。

→実績：外部提供を行っているデータベース及びアクセス数は以下の通り。
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【評価ポイント】

・RIETI の強みであるデータベースについては、平成 21 年度も効果的・効率的な政策研究

に必要なものの構築に成果を上げることができた。

・JIP データベースについては、OECD の正規統計として採用される等の活用が進むととも

に、データベースのシステム化（データ更新の自動化）の促進を図っている。またアジ

ア通貨単位 AMU では AMU-cmi を創設し、RIETI－TID ではデータベースの対象を拡充

（ASEAN+6 に拡充）する等、データベースの活用が進む努力をしており、評価できる。

また、ユーザーによるデータベースの利用状況を見ると、利用が減ったデータベースが

見られるものの、例えば、JIP データベースでは、日本銀行の政策論議で活用される等、

JIP データベースの重要性を活かした活用がなされており、評価できる。

【主なコメント】

・データベースはＲＩＥＴＩの生命線であり地道に継続することで価値が生まれる。特に、

国際比較ができるデータベースは大切にしたい。日本の内向き姿勢に警鐘を鳴らせるの

は国際比較であるが、その変化のスピードが大変速いので注意が必要。

①ＪＩＰデータベース

②AMU

③RIETI-TID

④総合エネルギー統計の解説・2004年度改訂版

⑤都道府県別エネルギー消費統計

⑥長期接続産業連関データベース

⑦マイクロデータ計量分析プロジェクト

⑧アンケート調査結果

・産学連携実態調査

・NPOに関する研究プロジェクト

⑨リンク集

17,339

2,919

14,093

12,66712,479

3,821

2,011 4,515

10,984

19年度 20年度 21年度

16,480

18年度

14,066

-

11,422 17,274

- 15,681-

16,428

4,555

3,980

13,492

11,633

5,158

16,554

14,538

13,927

3,051

3,354

18,005

4,927

6,466

4,988

(10,874) (10,528)

2,821

(6,257)

(10,171)

(3,053)

(9,161)

2,596

(8,844)

2,459

5,524

(2,964)
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３．政策研究・政策立案能力の向上支援業務

研究プロジェクトや BBL セミナーへの参加を

通じて、経済産業省職員及びコンサルティング

フェロー（CF）の政策研究・立案能力向上が図

れた場合。

① シンポジウム、セミナー等の参加者の満足

度：目標値 66％

② コンサルティングフェロー（CF）の政策研

究・立案能力向上支援業務

【主な実績】

→実績：

シンポジウム：全参加者の年間平均満足度 84％（経済産業省職員の年間平均満足度 83％）

BBL: 全参加者の年間平均満足度 87％（経済産業省職員の年間平均満足度 85％）

○セッションやスピーカー毎に参加者アンケートを行って満足度を聞き、講師の人選に反

映するとともに、運営面での指摘は次回以降に生かす仕組みとなっている。

→実績：

○経済産業省をはじめとする省庁に在籍するコンサルティングフェロー（CF）について

は、原則として、特定の研究プロジェクトに所属させ、ファカルティフェロー等との

チームアップを行わせることにより、政策研究能力及び政策立案能力の向上を図って

いる。

○平成 21 年度については、60 名の CF が発令され、このうち、34名が 21 年度に新たに

発令された。また 5 名が DP の執筆を行い、これらの実績はいずれも昨年度を上回る

ものである。

○さらに、CF の政策研究・立案能力向上を目的とした CF 勉強会を 2 回実施し、当該業

務に意欲的に取り組んだ。

○RIETI の内部研究員やファカルティフェロー等とのディスカッションを通じて CF の

能力向上を図るため、CF との意見交換会を 2 回開催した（6 月 15 日小林慶一郎上席

研究員など、10 月 7 日渡辺努ファカルティフェローなど）

【評価ポイント】

・コンサルティングフェローの能力向上については、特定の研究プロジェクトに所属させ、

DP の作成というプロセスを通じて行われている点が積極的なものとして評価できる。

・BBL は大変充実している。特に、来日された外国の専門家に時宜を得たテーマで開催さ
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れていることは評価できる。また、参加者に報道関係者や大使館の職員が多いのも内容

のレベルの高さを示している。

・政策当局者による政策研究はますます必要になってくるため、CF の発令が大幅に増加し、

60 名になったことは大変評価できる。

・シンポジウムや BBL セミナー参加者の満足度は、前年度に引き続き高い水準を維持して

目標を上回っており、評価できる。

【主なコメント】

・CF は本研究所の意義のひとつであることからすると、勉強会や意見交換会などはもう少

し増やした方が良いかもしれない。

・CF の政策研究・立案能力向上の観点からも、海外の研究機関との交流をさらに進めてい

くことが必要。
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４．財務内容

評定結果
１６年度：Ｂ＋、１７年度：Ａ－、１８年度：Ｃ、１９年度：Ｂ、２０年度：Ｂ

評価のポイント

○ 効率的な予算執行による業務運営を行うことが出来ており、昨年度に引き続き、欠損金が発生することもな

く、健全な予算管理が行われている。

○ 競争的資金等の獲得については、平成 18 年度評価において課題とされた事項であるが、平成 21 年度は科研

費の獲得、受託収入の獲得等によって当初目的以上の成果を上げるとともに、昨年度を上回る金額を獲得し

た。これは組織として収益に対する意識が向上し、組織としての合理化・改善意欲が向上したと評価できる。

個々の評価事項について

当該年度の評定がＢとなる基準
平成２１年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）

１．予算管理に関する事項

効率的で適切な資金管理を通じ、各業務の遂

行にとって無駄のない適切な規模の予算執行を

行っている場合。

【主な実績】

○ 効率的な予算執行による業務運営を行うことが出来ており、昨年度に引き続き、欠損金

が発生することもなく、健全な予算管理が行われている。

○ 交付金の執行に当たっては、以下の理由により運営費交付金債務が残っている。

・通商産業政策史は、平成 18 年度から平成 22 年度までの 5年間の業務であり、その間、

一定額の予算を確保し、後半に支出を増やしていく計画を立てているため発生した交付

金債務である。

・研究プロジェクトは、研究スケジュールの都合によりプロジェクト完了予定が翌年度

以降になっているためである。

なお、既存の大型のアンケート調査を行う研究プロジェクトや研究員の増員など予算

規模が大きい案件・複数年にわたる予算措置が必要となる案件については、予算の長期

的な厳しさを考え抑制的に行う一方、新規の大型プロジェクト案件については、独法の

見直し議論が開始されたことから、その議論の方向性を見守りつつ慎重に対応すること

とした。

【評価ポイント】

・運営費交付金債務（約４億円）の内訳をみると、通商産業政策史関係については５年間

業務の最終年度に当たる平成 22 年度に向けた予算執行が本格化することで一定の理由



39

があり、また研究プロジェクト関係については予算の長期的な厳しさを考慮したもので

ありパフォーマンスを犠牲にしたものは含まれていないことに留意が必要である

【主なコメント】

・独法見直しの議論により、新規の大型プロジェクトが抑制気味であったのは残念である。

今後、中期計画をしっかり作り、国家に必要な政策研究を長期的に考えていくことが必

要。

・債務が発生した一部の研究プロジェクトについては、研究を立ち上げる際により適切な

予算利用計画を作成することが望ましい。

２．収入に関する事項

① 自己収入実績（監修料収入、書籍販売収入、

シンポジウム収入）：平成 21 年度計画当初

の予算上の数字：4,661 千円

② 競争的資金等獲得実績：平成 21 年度計画当

初の予算上の数字：受託収入：2,531 千円、

科研費収入：1，385 千円

【主な実績】

○ 競争的資金等の獲得については、平成 18 年度において課題とされた事項であるが、科

研費の獲得、受託収入の獲得等によって当初目的を達成することが出来た。この点は、

組織として収益に対する意識が向上した、組織としての合理化・改善意欲が向上した

と評価できる。

○ なお、政策研究という研究所の本務からすると、必ずしも競争的資金を獲得することを

ミッションとすべきではない点に留意が必要。

→実績：4,753 千円（監修料収入：124 千円、シンポジウム参加料収入：4,629 千円）

→実績：8,098 千円（受託収入：6,478 千円、科研費収入：1,620 千円、助成金：0千円）

○ 自己収入及び競争的資金は、年度当初の予算額を超えた資金を獲得した。

（参考）

競争的資金の推移 （単位：千円）
18年度 19年度 20年度 21年度

0 0 2,385 1,620

自己収入の推移 （単位：千円）
18年度 19年度 20年度 21年度

535 5,299 3,193 4,753
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【評価ポイント】

・自己収入、競争的資金等の獲得の双方において、年度計画の当初目標を達成しており、

評価できる。

【主なコメント】

・ネットワークにより大型プロジェクトが組みやすくなるため、今後は他の研究機関との

受託・委託の可能性を拡大する努力をしてほしい。

・競争的資金を獲得することが優先ではないものの、今期も相応の努力があった。

３．保有資産の有効活用 【主な実績】

○ 上記は全て、毎日の業務で利用しているものである。

○ 民間からの賃貸により使用するもの：［建物］大同生命ビル 20 階：632.97 ㎡

経済産業省 11 階の執務スペース（1578.5 ㎡ 国からの無償貸与）だけでは業務上必要

なスペースが確保できないため、①研究員ブース、②WEB 担当執務、③RA 執務、④会

議室等として使用している。「研究の各段階で経済産業省や経済産業政策に関する有識

者等と様々なレベルでの意見交換を通じて経済産業政策のニーズを十分に把握してい

く（第 2期中期目標より）」のために、経済産業省に近いというが重要であるため現在

地を賃貸。

○ なお、より限定された地区の価格動向に関するデータ収集に引き続き努力するととも

に、必要面積の検証・スペースの使い方のシミュレーションを検討することとしている。

【評価ポイント】

・資金管理については、研究所として適切なレベルであり評価できる。

用途

建物 研究所内

工具器具備品 研究所内

ソフトウェア 研究所内

種類

1,441,407

14,583,345

場所 帳簿金額（円）

10,338,193

具体例

パーテーション

電話機 等
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４．欠損金、剰余金の適正化 【主な実績】

○ 欠損金は発生していない。

○ 当期総利益は、運営費交付金収益が減少したものの、受託収入や科研費収入等の外部

資金の獲得及び経常費用における研究業務費の削減により、計上されたものである。

これに基づき発生した剰余金は、積立金として処理をする。

○ なお、目的積立金を積み立てるためには、原則、運営費交付金以外の収入による収入

によるものとされており、当該法人の平成 21 年度の収益は、大半が運営費交付金に頼

るものであることから、申請を見送っている。

【評価ポイント】

・欠損金は発生しておらず、剰余金についても外部資金の獲得及び研究業務費の削減によ

ることから特段の問題はない。

【主なコメント】

・今年度は少なからぬ余剰金が発生したが、独法見直し論に伴った一時停滞なので、この

経験を前向きにとらえ、次の大型プロジェクトに活用してほしい。

５．リスク管理債権の適正化 ○ 経済産業研究所では、該当するものはない。

６．その他 ○ 経済産業研究所では、該当する関連法人はない。
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞
特筆すべき事項

○運営費交付金の未執行（費収益化）額

発生理由

(1) 通商産業政策史編纂業務は、平成

18年度より平成22年度までの長期プ

ロジェクトであり、プロジェクトの

後半に多額の支出が見込まれ、当年

度の予算額のうち97,211千円が未執

行となっている。

(2) その他の研究プロジェクトの一部

は、プロジェクト完了時を来年度と

しており、21 年度末時点では、

239,637 千円が未執行となっている。

一方、進捗の遅れにより翌年度に

延期された研究プロジェクト・業務

のため 93,844 千円が未執行となっ

た。

なお、研究プロジェクトの実施に

当たっては、既存の大型のアンケー

ト調査を行う研究プロジェクトや研

究員の増員など予算規模が大きい案

件・複数年にわたる予算措置が必要

となる案件については、予算の長期

的な厳しさを考え抑制的に行う一

方、新規の大型プロジェクト案件に

ついては、独法の見直し議論が開始

されたことから、その議論の方向性

を見守りつつ慎重に対応することと

した。

（単位：円）

貸借対照表（Ｂ／Ｓ）

資産の部

I 流動資産

現金及び預金 618,290,911 350,960,145

未収利息 4,594 ,898 7,757,046

たな卸資産

前払金 287,530 414,103

立替金 124,700 20,273

仮払金 7,170

流動資産合計 623,298,039 359,158,737

I I 固定資産

1. 有形固定資産

建 物 16,693,328 16,693,328

減価償却累計額 6,355,135 10,338,193 5,353 ,536 11,339,792

工具器具備品 34,380,339 19,226,803

減価償却累計額 19,796,994 14,583,345 16,544,523 2,682,280

有形固定資産合計 24,921,538 14,022,072

2. 無形固定資産

ソフトウェア 1,441,407 3,257 ,589

無形固定資産合計 1,441 ,407 3,257,589

固定資産合計 26,362,945 17,279,661

資産合計 649,660,984 376,438,398

負債の部

I 流動負債

運営費交付金債務 430,693,033 210,732,430

預り金 4,705 ,566 4,337,414

預り科研費補助金 799,423 4,284

未払金 126,725,421 99,345,938

未払費用 7,522 ,722 7,539,568

流動負債合計 570,446,165 321,959,634

I I 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金 25,427,847 16,014,267

資産見返寄付金 660,175 886,521

資産見返物品受贈額 274,923 26,362,945 378,873 17,279,661

固定負債合計 26,362,945 17,279,661

負債合計 596,809,110 339,239,295

資本の部

I 利益剰余金

積立金 37,199,103 27,104,509

当期未処分利益 15,652,771 10,094,594

（うち当期総利益） 15,652,771 10,094,594

利益剰余金合計 52,851,874 37,199,103

資本合計 52,851,874 37,199,103

負債資本合計 649,660,984 376,438,398

（平成21年3月31日）（平成22年3月31日）
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞
特筆すべき事項（単位：円）

損益計算書（Ｐ／Ｌ）

I 経常費用

1. 研究業務費

（1）業務委託費 273,347 ,058 299 ,652 ,025

（2）人件費 360,646 ,644 391 ,879 ,655

（3）減価償却費 3,025 ,517 724 ,044

（4）その他 346,874 ,995 983 ,894 ,214 430 ,202 ,252 1 ,122 ,457,976

2 . 一般管理費

（1）人件費 132,413 ,914 139 ,701 ,592

（2）減価償却費 3,768 ,185 4 ,182 ,426

（3）その他 225,101 ,120 361 ,283 ,219 238 ,773 ,154 382 ,657 ,172

3. 雑損 28,550 85,886

経常費用合計 1,345 ,205 ,983 1 ,505 ,201,034

I I 経常収益

1. 運営費交付金収益 1,341 ,110 ,411 1 ,497 ,526,486

2 . 普及業務収入

(1)監修料収入 124,222 124 ,222 827 ,212

(2)書籍販売収入 36,000 863,212

3 . 受託収入 6,478 ,037 6 ,667 ,213

4 . シンポジウム収入 4,629 ,025 2 ,329 ,500

5 . 資産見返運営費交付金戻入 6,463 ,406 4 ,721 ,240

6 . 資産見返寄付金戻入 226,346 18,862

7 . 資産見返物品受贈額戻入 103,950 166,368

8 . 財務収益

受取利息 4,129 4,129 17 ,746 17,746

9 . 科学研究費間接費収入 1,620 ,000 2 ,385 ,000

10. 雑益 99,228 600,001

経常収益合計 1,360 ,858 ,754 1 ,515 ,295,628

I II 経常利益 15,652 ,771 10,094,594

IV 当期純利益 15,652 ,771 10,094,594

V 当期総利益 15,652 ,771 10,094,594

（平成20年4月1日～平成21年3月31日）（平成21年4月1日～平成22年3月31日）


