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平成２３年度 財務諸表等の報告

（ 説 明 資 料 ）

平成２４年７月１２日

独立行政法人 産業技術総合研究所

通則法に基づく財務諸表

I 財務諸表

１ 貸借対照表

I. 財務諸表（通則法第38条第1項）

１．貸借対照表

２．損益計算書

３．利益の処分 ⼜は 損失の処理に関する書類

４．主務省令で定める書類
① キャッシュ・フロー計算書
② ⾏政サービス実施コスト計算書② ⾏政サ ビス実施コスト計算書

５．附属明細書
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属 細



財務諸表の添付書類

II 財務諸表の添付書類

１ 平成23年度事業報告書

II. 財務諸表の添付書類（通則法第38条第2項）

１．平成23年度事業報告書

２ 平成23年度決算報告書２．平成23年度決算報告書

３ 財務諸表及び決算報告書に関する監事の意⾒書３．財務諸表及び決算報告書に関する監事の意⾒書

４ 財務諸表等に関する会計監査⼈の監査報告書４．財務諸表等に関する会計監査⼈の監査報告書
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財務諸表等の提出と承認に係る手続き

経済産業⼤⾂独⽴⾏政法⼈
評価委員会 財務⼤⾂

②承認にあたり ②目的積立金に②承認にあたり、
予め意見を聴く
通則法第38条第3項

②目的積立金に
関する協議
通則法第67条第1項第3号

①提出

通則法第38条第1項

当該事業年度
終了後３⽉以内

財務諸表
添付書類

会計監査⼈

監事
③承認添付書類監事

意見
通則法第38条第2項

独⽴⾏政法⼈産業技術総合研究所
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産業技術総合研究所の会計方針

運営費交付⾦収益の計上基準運営費交付⾦収益の計上基準

減価償却の会計処理⽅法減価償却の会計処理⽅法

費⽤進⾏基準を採⽤
費⽤が発⽣した場合、その費⽤と同額を運営費交付⾦収益に⽴てる。
※中期⽬標期間の最終事業年度を除き、運営費交付⾦財源により利益が⽣ずることはない。

減価償却の会計処理⽅法減価償却の会計処理⽅法

引当⾦の計上基準引当⾦の計上基準

定額法を採⽤

引当⾦の計上基準引当⾦の計上基準

貸倒引当⾦
個別に回収可能性を検討し計上

賞与引当⾦・退職給付引当⾦

個別に回収可能性を検討し計上

⾃⼰収⼊を財源とする場合には引当⾦を計上

消費税等の計上基準消費税等の計上基準

⾃⼰収⼊を財源とする場合には引当⾦を計上
運営費交付⾦を財源とする場合には引当⾦を計上せず

税抜⽅式

独法会計基準等の改訂
（H23年度適用）
独法会計基準等の改訂
（H23年度適用）

第43 セグメント情報等の開示
第80 会計上の変更及び誤謬の訂正
第43 セグメント情報等の開示
第80 会計上の変更及び誤謬の訂正

左記の改訂による
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（H23年度適用）（H23年度適用） 第80 会計上の変更及び誤謬の訂正
減損基準第6 固定資産の減損額の会計処理の見直し
第80 会計上の変更及び誤謬の訂正
減損基準第6 固定資産の減損額の会計処理の見直し

大きな影響はなし

平成２３年度財務諸表の主な特徴（１）

（主な特徴）
■独立行政法人通則法に基づく不要財産の国庫納付
○つくば苅間サイト建物及び研究機器等譲渡収入「371百万円」を国庫納付（納付日：2011 12 12）○つくば苅間サイト建物及び研究機器等譲渡収入「371百万円」を国庫納付（納付日：2011.12.12）
○秋葉原サイト他賃貸ビルの敷金返戻金 「154百万円」を国庫納付（納付日：2012.3.30）
○小金井サイト研究機器譲渡収入 「 69百万円」を国庫納付（納付日：2012.3.30）

■独立行政法人減損会計基準に基づく減損の認識
○中部センター瀬戸サイト（建物及び構築物等）
・平成23年度末に廃止し 業務は中部センター本所へ集約することを決定・平成23年度末に廃止し、業務は中部センタ 本所へ集約することを決定。
・減損前帳簿価額：158百万円、減損後帳簿価額：22百万円

○北海道センター低温装置燃焼実験室及び付属設備 他９棟（建物）
・経年劣化による老朽化が顕著であるなど倒壊等による危険防止等に鑑み、閉鎖することを決定。
・減損前帳簿価額：140百万円、減損後帳簿価額：39円

■運営費交付金の繰越執行
運営費交付金残高は、主に第３次補正予算の未執行によるものであり、翌期以降に全額執行する

見込みである。
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平成２３年度財務諸表の主な特徴（２）

（主な特徴）
■目的積立金

当期は 目的積立金を申請せず 支出予算に組み入れて執行した

■注記事項の追加情報

当期は、目的積立金を申請せず、支出予算に組み入れて執行した。

■注記事項の追加情報
○売却した土地の土壌汚染に係る瑕疵担保責任について

平成２０年１０月１日に当所が王子製紙株式会社に売却した旧中国センター（呉市）の土地に
ついて、平成２４年２月２９日に同社から東京地方裁判所に瑕疵担保責任に基づく損害賠償請
求の訴えが提起され、現在係争中である。

■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■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
○３法人統合について

「独立行政法人の制度及び組織の見直しの方針」（平成２４年１月２０日閣議決定）に基づき、
独立行政法人経済産業研究所 独立行政法人産業技術総合研究所及び独立行政法人情報処独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人産業技術総合研究所及び独立行政法人情報処
理推進機構との組織統合が措置されることとなった。
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単位:百万円平成２４年３月３１日

貸借対照表

単位 百

- 7 -

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。



単位:百万円
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

損益計算書

単位:百万円

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。
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単位:百万円

キャッシュ・ フ ロ － 計算書

平成23年４月１日～平成24年３月３１日 単位:百万円平成23年 月 日 平成24年３月３ 日

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 19 648Ⅰ

Ⅱ

業務活動によるキャッシュ フロ

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,648

△9 044

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,044

△605

Ⅳ 資金増加額 9,999

Ⅴ 資金期首残高 16,044

Ⅵ 資金期末残高 26,043
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［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。



利益剰余金等に関する事項

平成２３年度決算における利益剰余金 １３，９５０百万円

① 前中期目標期間繰越積立金 ６，８４８百万円
※ 第２期中期目標期間に自己財源で取得した固定資産の第３期における減価償却費が
費用計上されることに伴い欠損が生じたときに取り崩すべき非キャッシュ性の積立金費用計上されることに伴い欠損が生じたときに取り崩すべき非キャッシュ性の積立金

② 積立金 百万円② 積立金 ４，７６４百万円
※ 通則法第４４条第１項の積立金で、主に第３期中期目標期間の１年目において自己財源
で取得した固定資産の簿価相当額で非キャッシュ性の積立金

③ 当期未処分利益 ２ ３３８百万円

で取得した固定資産の簿価相当額で非キャッシュ性の積立金

③ 当期未処分利益 ２，３３８百万円

※ 主に当期に自己財源で取得した固定資産の翌期以降における減価償却が費用計上
されることに伴い欠損が生じたときに取り崩すべき非キャッシュ性の積立金
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行政サービス実施コスト計算書

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日
単位:百万円

平成 ３年 月 日 平成 年３月３ 日

Ⅰ業務費用 63,289

(１)損益計算上の費用 85,161 

(2)(控除)自己収入等 △21,872,

Ⅱ損益外減価償却等相当額 13,717

Ⅲ損益外減損損失相当額 275

Ⅳ損益外除売却差額相当額 687

Ⅴ引当外賞与見積額 △399

Ⅵ引当外退職給付増加見積額 △203

Ⅶ機会費用 3,129 

Ⅷ(控除)法人税等及び国庫納付額 -

Ⅸ行政サービス実施コスト 80,496
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［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数においては合計と一致しないものがある。



平成２３年度
単位：百万円

収入決算額

その他収入 平成 年度その他収入

10,097（9.8％）

受託収入

14,792（14.4％）

運営費交付金

60,390（58.9％）
施設整備

収入額
102 599

施設整備
補助金

7,723

102,599
百万円

運営費交付金

（7.5％）

運営費交付金
（３号補正：東日本
大震災復旧・復興費）

9 598（9 4％）
[注]百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。
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9,598（9.4％）

平成２３年度 単位：百万円

支出決算額

間接経費

鉱工業科学技術
受託経費

間接経費
7,092(7.9%)

鉱 業科学技術
研究開発関係経費

44,617
(49 7%)

受託経費
14,001
(15.6%)

(49.7%)

支出額
89 760

施設整備費
7,579(8.4%)

89,760
百万円

技術指導及び成果の
普及関係経費

地質関係経費
計量関係経費

普及関係経費
5,861(6.5%)

[注]百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。
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地質関係経費
4,181(4.7%)

計量関係経費
6,429(7.2%)



単位：百万円

国からの受託平成２３年度

受託収入内訳

国以外からの受託
9,936（67.2％）

国からの受託
4,856（32.8％）

平成２３年度

民間企業
受託

経済産業省
受託

受託収入額

受託
1,006

（6.8％）

3,571
（24.1％）

14,792

百万円

その他
公益法人等

5,004

文部科学省
受託
513

（3 5％）百万円
（33.8％） （3.5％）

NEDO受託
3,927

（26 5％）

その他の
省庁受託

771
（5 2％）
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［注］百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。

（26.5％） （5.2％）

単位：百万円
その他雑収入 平成２３年度

その他収入内訳

資金提供型
共同研究収入特許生物寄託手数料収入

そ 他雑収入
１，５５３ （１５．４％）

平成２３年度

共同研究収入
３，４１９

（３３．９％）
計量関係収入

２５１ （２．５％）

６０ （０．６％）

共同研究等負担金収入

３２３ （３．２％）

その他収入額

研究助成金収入
５４４ （５．４％）

その他収入額

１０，０９７
百万円

知的所有権
収入
２４５

（２ ４％）

百万円

建物及び
物件貸付料収入
３８５ （３．８％）

（２．４％）

機関補助金
３ ３１６
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３，３１６
（３２．８％）

［注］百万円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。



産総研契約監視委員会

平成２４年度 契約監視委員会中間報告（１）

競争性のない随意契約の更なる見直し及び一般競争入札等の競争性の確保のため、外部
有識者等によって構成する契約監視委員会を計４回の開催を予定し、平成23度契約の点
検・見直しを審査中。検 見直しを審査中。

○４年目 （平成２３年度分）
・第１回：平成２４年６月１３日（水）
・第２回：平成２４年６月２０日（水）
・第３回：平成２４年６月２５日（月）
・第４回：平成２４年７月２７日（金）開催予定

◎契約の点検・見直し（対象：平成２３度契約）◎契約の点検・見直し（対象：平成２３度契約）
１．随意契約事由の妥当性確認 （個別判断によるもの27件抽出）
２．真に競争性が確保されているかの確認 （１者応札・１者応募の見直し）

契約種類ごとに類型化し、各契約種類の中から案件を抽出 （152件）
３． ２ヶ年連続１者応札・応募であった案件 153件

（H23.9.2付 総務省行政管理局長事務連絡）
４．公益法人に対する支出の点検（H24.6.1付 行政改革実行本部決定）

7月27日
点検予定

○３年目 （平成２２年度分）開催実績
・平成２３年９月１４日～平成２３年１０月２４日 計３回

○２年目 （平成２１年度分）開催実績
平成２３年１月２４回 平成２３年４月１３日 計４回・平成２３年１月２４回～平成２３年４月１３日 計４回

○１年目 （平成２０年度分及び平成２１年度一部）開催実績
・平成２１年１２月２４日～平成２２年３月４日 計６回
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契約監視委員会での点検・見直し案件の抽出方法

平成２４年度 契約監視委員会中間報告（２）

随意契約を継続 るも 妥 性 確

○ 契約件数が相当数となることから、随意契約及び契約方式（一般競争、企画競争、公募隋
契）ごとに類型化（物品等購入、物品等製造、物品等賃借、工事、役務、委託研究）し選定。

１．随意契約を継続しているものについての妥当性の確認
・随意契約理由が「個別判断によるもの」全件を点検（１年目から）

平成２３年度随意契約内訳 （単位：件）

法令等により特
定されるもの

場所が限定さ
れ、供給者が一
に限られるもの

公共料金 郵便料金
再販価格が維
持されている

官報の印刷 個別判断 計

10 25 24 1 2 1 27 90

２．真に競争性が確保されているかの確認
・類型ごとに点検案件を抽出 （１年目から）

平成２３年度一者応札内訳 （単位：件）

母数 抽出数 母数 抽出数 母数 抽出数 母数 抽出数 母数 抽出数 母数 抽出数 母数 抽出数

イ：物品等購入 ロ：物品製造 ホ：役務 計ヘ：委託研究ニ：工事ハ：物品等賃借

※この他、「同一
メーカー・同一機

590 102 23 2 17 2 25 1 388 10 0 0 1,043 117

3 1 2 2 0 0 0 0 14 1 96 2 115 6

142 3 11 2 5 2 2 2 681 9 14 1 855 19

735 106 36 6 22 4 27 3 1 083 20 110 3 2 013 142

B：一般競争

C：企画競争

D：公募随契

計

メーカー・同一機
種の異なる事業
所での調達」　４
分類１０件を追
加。
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・複数年契約の一者応札案件全件を点検 （１年目）

735 106 36 6 22 4 27 3 1,083 20 110 3 2,013 142計



契約監視委員会での点検・見直し案件の抽出方法

平成２４年度 契約監視委員会中間報告（３）

契約監視委員会での点検・見直し案件の抽出方法

２ 真に競争性が確保されているかの確認 の続き２．真に競争性が確保されているかの確認 の続き

・抽出案件の選定方法
✔契約金額3,000万円以上の案件（２年目から）✔契約金額3,000万円以上の案件（２年目から）

✔件数の多い契約先上位２社（３年目から）
（日本電計㈱、理科研㈱） （３年目）
（理科研㈱、㈱巴商会） （４年目）

✔納入の多い製造メーカー上位２社（３年目から）
（ｱｼﾞﾚﾝﾄ ﾃｸﾉﾛｼﾞ ㈱ ㈱島津製作所） （３ ４年目）（ｱｼ ﾚﾝﾄ・ﾃｸﾉﾛｼ ｰ㈱、㈱島津製作所） （３，４年目）

✔汎用性の分析機器、測定機器で複数の製造メーカーが存在する品目（２年目）
（ガスクロ 液クロ 純水製造装置 遠心機 培養装置 顕微鏡及び島津製作所製の機器）（ガスクロ、液クロ、純水製造装置、遠心機、培養装置、顕微鏡及び島津製作所製の機器）

✔同一メーカー・同一機種で異なる事業所での調達案件 （４年目）
（ｱｼﾞﾚﾝﾄ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社製、COMSOL社製、島津製作所製、ﾌﾟﾘﾝｽﾄﾝｱﾌﾟﾗｲﾄﾞﾘｻｰﾁ社製）
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（ｱｼ ﾝﾄ ﾃｸ ｼ 社製、 社製、島津製作所製、ﾌ ﾘﾝｽﾄﾝｱﾌ ﾗｲﾄ ﾘｻ ﾁ社製）

＜委員と 主なやり取り （第 回 第 回分）＞

平成２４年度 契約監視委員会中間報告（４）

＜委員との主なやり取り （第１回～第３回分）＞

委 員：システム使用及び保守契約の固定費については、初期投資は償却期間中に回
収できてしまう。契約期間が長くなってくると減額交渉の余地が出てくるのでは
ないか。

産総研：システム構成の見直しと併せて減額の交渉も検討したい。

委 員：複数が入札説明書を取りに来たにも拘らず、最終的に応札者が一者であった案
件が目立つ。辞退者からアンケートが提出されていても、そこに記載の辞退理由
を見 もよく意味が分からな ものが多 ケ トの 夫が必要 はな かを見てもよく意味が分からないものが多い。 アンケートの工夫が必要ではないか。

産総研：辞退理由が明確にわかるような設問を考えなければならない。回答しやすくする
ため選択肢型にしているので、代理店を意識した選択肢を作るなど何らかの工
夫を考えたい ただし 選択肢を増やすと回答件数が減る実態もあり 難しいとこ夫を考えたい。ただし、選択肢を増やすと回答件数が減る実態もあり、難しいとこ
ろがある。

委 員：地域性等の問題かもしれないが 同じメ カ での代理店競争がほとんど見られ委 員：地域性等の問題かもしれないが、同じメーカーでの代理店競争がほとんど見られ
ないのは業者間でテリトリー制を引いているのではないかと推測される。

産総研：その可能性は高いと思う。他方、公正取引委員会にも確認したが、代理店間のテ
リトリー制自体は独禁法上は直ちに違法とはならないリトリ 制自体は独禁法上は直ちに違法とはならない。
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