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通則法に基づく財務諸表

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

５．附属明細書

I. 財務諸表（通則法第38条第1項）
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財務諸表の添付書類

１．平成24年度事業報告書

２．平成24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

４．財務諸表等に関する会計監査人の監査報告書

II. 財務諸表の添付書類（通則法第38条第2項）
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経済産業大臣

独立行政法人 産業技術総合研究所

独立行政法人

評価委員会 財務大臣

財務諸表
添付書類

会計監査人

監事

意見
通則法第38条第2項

①提出

③承認

財務諸表等の提出と承認に係る手続き

通則法第38条第1項

当該事業年度
終了後３月以内

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
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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

引当金の計上基準引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金・退職給付引当金

消費税等の計上基準消費税等の計上基準

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。

定額法を採用（産業財産権は８年で償却）

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
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
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平成２４年度財務諸表の主な特徴

（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

九州センター直方サイトの土地建物及び付帯設備を現物により国庫納付。
（減資額：313百万円、納付日：2013.2.15）

■独立行政法人減損会計基準に基づく減損の認識
北海道センターC８棟（石炭庫）及び附属設備 他５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：379百万円、減損後帳簿価額：120円

■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
「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）に基づく組織統合

については、「平成２５年度予算編成の基本方針」（平成２５年１月２４日閣議決定）に基づき、それ以
前より決定していた事項を除いて当面凍結となった。

■セグメント情報にかかる現物出資資産の再配分
スペースの適正管理を目的として、組織一元的な管理、スペース配分の適正化を実施したことにより、

従来、法人共通区分として一括計上していた現物出資資産等については各業務区分へ再配分すること
とした。



- 6 -

資　産 負　債
 Ⅰ流動資産 34,319  Ⅰ流動負債 33,720

 現金及び預金 25,902  運営費交付金債務 17,745
 未収金 6,344  未払金 13,048
 その他流動資産 2,074  その他流動負債 2,926

 Ⅱ固定負債 28,139
 資産見返負債 26,667

 Ⅱ固定資産 321,021  長期預り補助金等 1,432
 建物等 464,940  引当金 40
 建物等減価償却累計額 △ 258,838  負債合計 61,859
 建物等減損損失累計額 △ 607
 土地 111,149
 土地減損損失累計額 △ 1,270 純資産
 建設仮勘定 2,766  Ⅰ 資本金 285,774
 産業財産権 1,190  Ⅱ 資本剰余金 △ 4,687
 その他の無形固定資産 1,385  Ⅲ 利益剰余金　 12,395
 投資その他の資産 305  純資産合計　 293,482

資産合計 355,341 負債純資産合計 355,341

資　産 負　債
 Ⅰ流動資産 34,319  Ⅰ流動負債 33,720

 現金及び預金 25,902  運営費交付金債務 17,745
 未収金 6,344  未払金 13,048
 その他流動資産 2,074  その他流動負債 2,926

 Ⅱ固定負債 28,139
 資産見返負債 26,667

 Ⅱ固定資産 321,021  長期預り補助金等 1,432
 建物等 464,940  引当金 40
 建物等減価償却累計額 △ 258,838  負債合計 61,859
 建物等減損損失累計額 △ 607
 土地 111,149
 土地減損損失累計額 △ 1,270 純資産
 建設仮勘定 2,766  Ⅰ 資本金 285,774
 産業財産権 1,190  Ⅱ 資本剰余金 △ 4,687
 その他の無形固定資産 1,385  Ⅲ 利益剰余金　 12,395
 投資その他の資産 305  純資産合計　 293,482

資産合計 355,341 負債純資産合計 355,341

単位:百万円
平成２５年３月３１日

貸借対照表

［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。

経常費用
研究業務費 75,278

人件費 36,241
減価償却費 10,171
その他 28,866

一般管理費 7,806
人件費 3,328
減価償却費 63
その他 4,416

経常費用合計 83,085

経常費用
研究業務費 75,278

人件費 36,241
減価償却費 10,171
その他 28,866

一般管理費 7,806
人件費 3,328
減価償却費 63
その他 4,416

経常費用合計 83,085

経常収益
運営費交付金収益 57,934
物品受贈収益 1,583
知的所有権収益 250
研究収益 6,091
受託収益 11,679
その他 4,064

経常収益合計 81,601

経常収益
運営費交付金収益 57,934
物品受贈収益 1,583
知的所有権収益 250
研究収益 6,091
受託収益 11,679
その他 4,064

経常収益合計 81,601

臨時損失 475臨時損失 475

経常損失 1,483
臨時利益 404
当期純損失 1,554
前中期目標期間繰越

積立金取崩額

当期総利益 800

2,355

経常損失 1,483
臨時利益 404
当期純損失 1,554
前中期目標期間繰越

積立金取崩額

当期総利益 800

2,355

単位:百万円
平成24年４月１日～平成25年３月３１日

［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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損益計算書



- 8 -

■平成２４年度末での運営費交付金債務は１７７億円（前年度１９１億円、７．３％減）、補正予算※を

除いた当初予算の運営費交付金債務は１１５億円（前年度９６億円、１９．８％増）の見込。そのう

ち、年度をまたぐ契約済み繰越額を除く未執行繰越額は５５億円（前年度７３億円、２４．７％減）であ

るが、平成２５年度の業務経費として計画済みである。

■平成２４年度末での運営費交付金に対する債務残高の割合は３０．６％。補正予算を除いた当初

予算に対する債務残高の割合は１９．９％（未執行繰越額５５億円の債務残高の割合は９．５％）。
※平成２３年度３号補正：東日本大震災復旧・復興運営費

運営費交付金債務について

（単位：億円）

２２年度 ２３年度 ２４年度

うち
当初予算

うち
補正予算

うち
当初予算

うち
補正予算

運営費交付金総額（Ａ） 614 700 604 96 578 578 0

運営費交付金債務額（Ｂ） 55 191 96 95 177 115 62

うち契約済み繰越額（Ｃ） 30 31 23 8 84 60 24

うち未執行繰越額（D=Ｂ-Ｃ） 25 160 73 87 93 55 38

債務残高割合（Ｂ/Ａ） 9.0% 27.3% 15.9% 99.0% 30.6% 19.9% -

未執行繰越額割合（Ｄ/Ａ） 4.1% 22.9% 12.1% 90.6% 16.1% 9.5% -

運営費交付金債務額の推移

- 9 -

単位:百万円

キャッシュ・ フ ロ － 計算書

平成24年４月１日～平成25年３月３１日

［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。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

業務活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金減少額

資金期首残高

資金期末残高

4,921

△7,062

-

△2,141

26,043

23,902



利益剰余金等に関する事項

平成２４年度決算における利益剰余金 １２，３９５百万円

① 前中期目標期間繰越積立金 ４，４９３百万円

③ 当期未処分利益 ８００百万円

※ 平成１３～２１年度（第２期中期目標期間まで）に自己財源で取得した固定資産の減価償却費
及び除却損相当額の非キャッシュ性の積立金

※ 平成２４年度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費及び除却損相
当額の非キャッシュ性の積立金

② 積立金 ７，１０２百万円

※ 平成２２～２３年度（第３期中期目標期間中）に自己財源で取得した固定資産の減価償却費
及び除却損相当額の非キャッシュ性の積立金
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※ 自己財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却損相当額の
非キャッシュ性の積立金
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単位:百万円

行政サービス実施コスト計算書

平成24年４月１日～平成25年３月３１日

［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。

Ⅰ業務費用 63,491 

(１)損益計算上の費用 83,560 

(2)(控除)自己収入等 △20,069

Ⅱ損益外減価償却等相当額 13,288

Ⅲ損益外減損損失相当額 379

Ⅳ損益外除売却差額相当額 69

Ⅴ引当外賞与見積額 △46

Ⅵ引当外退職給付増加見積額 2,655

Ⅶ機会費用 1,828 

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 81,665 



平成２４年度

[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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単位：百万円

収入決算額

運営費交付金

57,828（64.0％）

その他収入

10,437（11.5％）

受託収入

12,450（13.8％）

施設整備
補助金

9,658
（10.7％）

収入額
90,373
百万円

平成２４年度

[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。

- 13 -

単位：百万円

支出決算額

支出額
91,272
百万円

鉱工業科学技術
研究開発関係経費

45,715
(50.1%)

受託経費
12,253
(13.4%)

地質関係経費
5,479(6.0%)

計量関係経費
6,082(6.7%)

技術指導及び成果の
普及関係経費
5,140(5.6%)

施設整備費
8,710(9.5%)

間接経費
7,894(8.6%)



単位：百万円

［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。

国以外からの受託

7,179（57.7％）

国からの受託

5,271（42.3％）

平成２４年度

受託収入内訳

受託収入額
12,450
百万円

経済産業省
受託
3,969

（31.9％）

文部科学省
受託
468

（3.8％）

その他の
省庁受託

834
（6.7％）

NEDO受託
3,089

（24.8％）

その他
公益法人等

3,143
（25.3％）

民間企業
受託
948

（7.6％）
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単位：百万円

［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。

平成２４年度

その他収入内訳

建物及び
物件貸付料収入
１７６ （１．７％）知的所有権収入

２６１
（２．５％）

研究助成金収入
６３８ （６．１％）

機関補助金
３，１８７

（３０．５％）

共同研究等
負担金収入

３１３ （３．０％）

計量関係収入
２８２ （２．７％）

その他雑収入
２，２２２ （２１．３％）

その他収入額

１０，４３７
百万円

資金提供型
共同研究収入

３，３５８
（３２．２％）



平成２５年度 契約監視委員会による点検

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回開催し、平成24年度契約の

点検を完了。（開催：平成24年12月21日、平成25年6月6日・13日・24日）

- 16 -

１.随意契約及び一般競争契約(一者応札のもの)の見直しに関する点検：213件 (抽出率約１割)

・「真にやむを得ない随意契約の範囲」以外の個別判断をした全件（7件）
・企画競争とした物品製造、役務、委託研究のうち、それぞれ契約金額上位の1件（3件）
・公募随意契約とした役務等の契約種類ごとのうち、それぞれ契約金額の上位の5件（47件）
・一般競争のうち、契約金額が3,000万円以上の契約案件全件（41件）

契約件数が多い上位2社の契約案件全件（39件）
契約件数が多い製造業者の上位2社の契約案件全件（46件）
製造業者別・類似型番での契約案件全件（17件）
工事等契約種類ごと契約金額の上位１件（13件）

２.契約見直しフォローアップに関する点検：148件 (全件)

・競争性のない随意契約の新規案件全件（14件）
・２カ年連続で一者応札・応募となった契約案件全件（134件）

３.公益法人に対する支出の公表に関する点検：55件 (全件)

・契約による支出全件（11件）
・契約以外の支出全2,266件から学会参加費等2,222件を除き、
研修受講料として支出した全件（44件）
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平成２５年度 契約監視委員会委員からの主な意見

◇ 平成２４年度において随意契約見直し計画の達成を評価する。随意契約案件は毎年度

変動することなどから、随意契約比率の水準の維持は困難であることも理解した。

産総研の随意契約比率は他の独立行政法人と比較しても決して高いことはなく、

そもそも見直し計画の随意契約目標値が厳しすぎたのではないか。

また、公募随意契約の２カ年連続一者応募となった案件の中には、競争性のない随意

契約に移行できる案件もあるのではないか。

◇ 政府調達の案件については、適切な仕様書作成のため、所内の契約審査委員会におい

て審査するという取組みを評価する。

更なる品質向上と適正化を図るため、任意抽出や地域センター案件の審査拡大などを

検討してはどうか。



産総研は「真にやむを得ない随意契約の範囲」について、平成20年度の随意契約見直し

当初から厳しめに実行。平成22年度に削減の目標を策定し、平成24年度に目標を達成。

随意契約割合の年度推移は、他の独立行政法人と比較しても低い水準で推移している。
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競争性のない随意契約件数等の年度別推移

契約件数ベースの割合の推移 契約金額ベースの割合の推移

平成20年度実績比 件数ベース 金額ベース

随意契約見直し計画
（毎年度）

２．１％ ９．７％

平成24年度実績 ２．１％ ５．１％競争性のない随意契約の年度別推移

0%

10%

20%
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