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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第30回） 

議事録 

 

日時：平成２２年７月８日（木曜日）１０：００～１２：１０ 

場所：経済産業省本館１７階西２・３ 国際会議室 

出席者 

（委員）横田部会長、阿部委員、安念委員、清水委員、伴委員 

（独立行政法人日本貿易保険）鈴木理事長、大林理事、加藤理事、西川監事、 

岡田総務部長、他 

（事務局）岸貿易保険課長、岡田貿易保険課長補佐、他 

 

議題 

１．平成２１年度決算について 

２．平成２１年度の業務実績評価について  

３．日本貿易保険役員報酬規則の変更について 

 

議事内容 

岸貿易保険課長 

 おはようございます。ほぼ定刻になりましたので、これより「独立行政法人評価委員会

第30回日本貿易保険部会」を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、大変ご多用のところご参集いただきまして誠にありが

とうございます。 

 本日の議題は３点でございます。 (1)「平成21年度決算について」、 (2)「平成21年度

の業務実績評価について」、 (3)「日本貿易保険役員報酬規則の変更について」を予定し

ておりますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 配付資料は、お手元に順に資料１―１から１―３、資料３、参考資料としては１から４

までということで配付いたしております。万一、不足がございましたら事務局までお知ら

せください。 

 それでは、議事に入りたいと思います。議事進行につきましては、横田部会長にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 
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１．平成２１年度決算について 

横田部会長 

 それでは、議事を進めたいと存じます。従前同様、本日の会議は非公開とし、資料及び

議事録は公開させていただきますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、そのように扱わせていただきます。 

 それでは、本日の議題 (1)「平成21年度決算について」に入りたいと思います。 

 委員の皆様にはご存じのとおり、独立行政法人通則法第38条の規定に基づき、独立行政

法人は財務諸表を作成し、当該業務年度終了後３月以内に主務大臣に提出し、その承認を

受けなければならないとされており、その上で、主務大臣は、この承認に当たり、あらか

じめ、評価委員会の意見を聞かなければならないとされております。 

 また、平成19年度決算から、監事監査と連携した評価を実施するため、監事より監査結

果を報告していただいた上で評価を行うこととなっております。 

 先般、ＮＥＸＩから財務諸表の提出を受けましたので、本日の部会においてご意見を賜

りたくお願いいたします。 

 では、ＮＥＸＩから説明をお願いします。 

 

岡田総務部長 

 それでは、ご説明いたします。 

 資料は、資料１―２「日本貿易保険の第９期決算について」という横長の紙がございま

すので、それに基づいて説明いたします。 

 まず、第９期の決算につきましては、前回、５月の部会で速報版ということで暫定的な

報告をさせていただきましたが、その後、６月21日に経済産業大臣に財務諸表を提出して

おります。 

 前回の評価委員会のときは監査前だったのですが、その後、監査の結果変わったのは、

35万円費用が増加した点のみです。前回と比べて数値に変化はほとんどなかった、微修正

にとどまるということでございます。 

 ということで、私のご説明も前回とほぼ同じ数字でということになりますが、簡単に申

し上げますと、損益計算書につきましては、保険の引き受けの増加で正味収入保険料が 1
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08億円、手元流動性の増加によって資産運用収益が44億円と、ともに増収ということであ

ります。 

 支払いは、正味支払保険金が10億円、事業の効率的な運営に努めた結果、事業費・一般

管理費が71億円と、ともに減少したということでございます。 

 この結果、経常利益が57億円と08年度比38億円のプラスとなりました。 

 結果として、特別損益はプラス 110億円ということで、2009年度の当期利益は、前期の

15億円のマイナスから 167億円のプラスに転じたということでございます。 

 貸借対照表につきましては、資産のほとんどは有価証券と現預金ということで、金融資

産の合計 2,707億円、資産総額の85％を占めております。 

 それから、保険代位債権というのはリスケ債権でございますが、イラク、インドネシア

などを債務国として残高が 2,385億円で、この85％の 2,039億円について貸倒引当金を計

上しております。 

 負債につきましては、責任準備金、いわゆる未経過保険料につきましては、責任期間が

長期にわたる海外事業貸付保険の引き受けが増加しているといった要因により、08年度比

30億円増の 171億円になっております。 

 純資産の部につきましては、資本金 1,044億円、資本剰余金 1,407億円は増減ございま

せん。利益剰余金につきましては、前中期目標期間の積立金の残高は 203億円ありまして、

それに先ほどご説明申し上げました09年度の当期利益 167億円を合計いたしまして、 371

億円を計上しているということでございます。 

 それから、これは決算の話題とは若干異なるのですけれども、この機会に、前回委員の

方々からご指摘ないしご質問のありました点について、簡単に資料を用意いたしましたの

で、ご説明させていただきたいと思います。 

 資料かわりまして、参考資料１をご覧ください。前回、清水委員から、海外投資が増え

ているので、それに伴って海外投資関連の保険も伸びているのかというご質問があったと

理解させていただいております。 

 まず１ページ目でございます。日本からの輸出と海外直接投資の推移をみますと、海外

直投は輸出に比べると、額としては小さいけれども、伸びは大きく上回っております。 

 ２ページ目でございます。それでは、海外投資保険がその伸びについていっているのか

ということでございますが、このグラフの推移で比較していただければわかるとおり、ピ

ンクの棒グラフが海外投資保険の引受金額でございます。そして、黒い折れ線が日本から
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の海外直接投資額でございますが、ほぼ同じようなトレンドで、もちろん案件ごとの凹凸

もございますけれども、大ざっぱにいえば、大体同じようなトレンドで伸びているのでは

ないかと理解しております。 

 ３ページ目は、アンタイド融資の話でございます。海外事業資金貸付保険ですが、これ

と邦銀の海外資産残高を比較してみました。これも先ほどの投資のグラフと同じように、

棒グラフが私たちの受けている残高でございまして、赤い折れ線グラフが邦銀の海外資産

の残高ですが、これもざっくりいえば、ほぼ同じようなトレンドを示しているといえるの

ではないかと思います。したがって、とりあえずここ数年のトレンドを見る限りでは、海

外投資保険につきましても、海外事業資金貸付保険につきましても、それぞれ日本企業の

投資、ないし日本企業の海外の資産の伸びに連動した動きを示しているということができ

るのではないかと思います。 

 （諸外国との保険料比較：非公表情報を含むため省略） 

 以上でございます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、監事からの監査結果報告をお願いいたします。 

 

西川監事 

 西川でございます。資料１―３をご覧いただきたいと思います。 

 監査についての考え方でございますが、１に書いてございますように、組織、制度、事

業、あるいは事務処理等、全体が効率的、コンプライアンス上問題なく機能しているかと

いう観点で日々チェックをいたしております。 

 ２の (2)実施状況でございますが、役員会は原則、毎週木曜日、本日も開催予定でござ

います。それから、金融危機対応を検討しようということでスタートした幹部連絡会を毎

日朝９時から開いております。その他、毎週１回月曜日の定例連絡会、月１回の営業推進

会議・ミーティング、随時開催のコンプライアンス委員会に出席いたしております。また、

重要書類の回付も受けてございます。情報の流通が非常に良い組織だと日々感じておりま

す。 

 財務状況でございますけれども、月次決算につきましては、経理グループから毎月報告
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を受けております。また、監査法人とは、期中及び決算時に協議・打ち合わせを実施いた

しております。 

 これらを通じまして、財務基盤につきましては、健全な状態が維持されているというこ

とを確認してございます。 

 ３の重点事項の取り組み状況でございます。 

 まず１点目、随契適正化を含めた入札、契約の状況でございます。平成21年度につきま

しては一般競争入札等に移行した結果、随意契約の契約全体に占める金額ベースの割合は

34％。前年度は２ページの１行目に書いてございます92％ですから、大幅に減少した、改

善したという状況でございます。 

 随意契約の大部分はシステム関連でございましたけれども、平成21年度から貿易保険シ

ステムの基盤更改のための調達を開始いたしております。なお、基盤更改については、当

初、23年度に終了という予定でございましたけれども、これを１年前倒しの平成22年度に

終了しようという予定で今取り組んでございます。 

 これが予定どおりいきましたら、平成23年度には随契比率が４％程度まで低下するとい

う見込みでございます。 

 契約手続の執行体制、あるいは審査体制の整備でございますけれども、平成21年６月に

契約手続マニュアルを作成して、実施要領等を整備いたしております。 

 また、独立行政法人の契約状況の点検、見直しにつきましては、外部専門家の方にお願

いし、それに私も参加いたしまして、契約監視委員会を設置いたしました。競争性確保の

観点から点検、見直しを実施してございます。また、この結果を反映した随意契約等見直

し計画を策定し、公表いたしております。 

 ２点目、給与水準の状況でございます。国に倣って俸給の引き下げ、諸手当の一部引き

下げを実施いたしております。役員につきまして、本委員会でお決めいただく業績評価を

反映するということでございます。職員につきましては、平成18年度から導入しておりま

す目標管理制度を引き続き実施してございます。これによりまして、専門能力の認定等も

行っているということでございます。 

 この結果としての給与水準の比較でございますが、対国家公務員の指数が 132.7、前年

度に比べまして 3.3ポイント上昇してございます。また、地域、学歴による影響を考慮し

た場合の指数が 110.5と、前年度に比べて 1.5の上昇ということでございます。全体水準

が高い理由は、毎年申し上げていることではございますけれども、下に書いてございます
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ように、職員の在職地域が、東京が92％、大阪が８％と大都市に偏在しているということ。

これに加えまして、大卒、院卒の構成比率が89％と高いということ。さらにいえば、国際

金融等の専門的な知識が必要な組織でございます。そういう人材を採用するに当たっては、

当然マーケットの状況も検討する必要がある。こういったことがこの指数の理由でござい

ます。 

 ３ページでございます。では、どうするのかということでございますけれども、今申し

上げましたように、平成18年度から導入しております能力に応じた、あるいは成果の発揮

度に応じた仕組みに引き続き対応していくということでございます。ＮＥＸＩは人がすべ

てでございますから、国際金融等の専門能力を有する人材を確保できるのかということを

十分踏まえながら、一方でこの指数も頭に入れながら見直しをしていくということであろ

うかと思っております。 

 なお、報酬、給与等の規則、支給水準等につきましては、ホームページで公表してござ

います。 

 次に、情報開示の状況でございますけれども、ホームページのトップページに法人概要

のタグを設けて、組織概要等、基本的な情報を公開いたしております。項目別に一覧性の

ある形での情報公開を実施しております。また、資料請求・お問い合わせに加えまして、

ご意見ということで、双方向での情報提供、あるいは意見交換、情報開示を可能にするよ

うな工夫を凝らしてございます。情報の開示状況につきましては、３ページの下の表をご

覧いただきたいと思います。 

 最後４点目、４ページでございます。内部統制の状況でございます。 

 モニタリングにつきましては、既に従来からやっていたわけでございますけれども、平

成21年４月に理事長直轄組織としてモニタリング推進委員会を組織内に立ち上げておりま

す。保険契約の締結から保険金支払い後の債権回収まで一貫したフォローアップ体制を整

備したということでございます。この委員会を通じまして、各部署のモニタリング業務実

施の状況、モニタリング関連情報の発信、周知、あるいは共有ということ。さらにはモニ

タリング実施上の課題の抽出、協議といったものを行っております。 

 次に、コンプライアンス委員会でございますけれども、平成18年10月にコンプライアン

ス委員会を設置してございます。21年度の取り組みとしては、まずコンプライアンスマニ

ュアルを作成いたしました。これに基づきまして役職員に周知、また人事異動が多い組織

でございますので、新任者の着任時に随時研修を実施するというように活用してございま
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す。 

 また、機密情報管理につきましては、マニュアルの見直しを行ったということでござい

ます。 

 以上、私からのご報告でございます。 

 

横田部会長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今のご説明につきましてご質問いただきたいと思うのですが、先に１つだけ

お教えいただきたいのです。２ページの下のほうの、対国家公務員ラスパイレス指数のと

ころなのですけれども、昨年よりも若干ですが、指数が上がっている理由を教えていただ

けますでしょうか。 

 

岡田総務部長 

 若干上がっているのは、毎年、職員構成等の変化、職員の入れかわりによる変化の影響

がございます。 

 

岸貿易保険課長 

 補足いたしますと、21年度は、20年度の法人としての業績評価が役員及び職員の賞与に

反映される分というのがございます。20年度については、前の19年度の評価がＢでござい

ます。したがって、20年度はやや低目になっていて、21年度は、前の年がＡでしたので、

その要因が大きいところでございます。 

 

横田部会長 

 ありがとうございました。それでは、もう一度ご質問等あれば……はい。 

 

安念委員 

 今のご説明だと、平たくいえば、業務実績評価でいい点がついたので、よく頑張ったと

いって給料をちょっと上げる。そうすると、その次の年には高いぞといって怒られる仕組

みになっているということになるわけですか。 
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岸貿易保険課長 

 高いがゆえに怒られるということでは必ずしもございませんが、給与水準については、

後ほど、ご審議賜れば幸いです。 

 

安念委員 

 増加を非難される筋合いではないですね。 

 

横田部会長 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 今のご説明とご質問などをもって、平成21年度財務諸表等について、部会として特段意

見なしということでよろしいですか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、事務局に承認の手続を進めていただきたいと思います。 

 

２．平成２１年度の業務実績評価について  

横田部会長 

 では、引き続きまして、議題 (2)に入ります。「平成21年度の業務実績評価について」

です。本議題の審議に当たりましては、例年同様に、恐れ入りますが、日本貿易保険の方

々はご退席をよろしくお願いいたします。 

 

     （ＮＥＸＩ退席） 

 

※審議については省略 

 

     （ＮＥＸＩ出席） 

 

横田部会長 

 それでは、お戻りいただきましたので、議論の結果を簡単にお伝えいたします。 

 まず、大きな評価項目が全部で３つあるのですけれども、そのうち、最初の「国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の向上」については５つのポイントがございます。 
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 まず、「商品性の改善」につきましては、ストックセールス及び海外支店取引について

付保対象としたこと等の商品性改善の取組に加えまして、利用者アンケートで評価が大幅

に上昇したことを高く評価しまして、Ａ評価。 

 次の「サービスの向上」につきましても、サービス拡充に向けた種々の取組を進める中、

とりわけ信用保険事故件数が増大したにもかかわらず、平均査定期間の目標値を達成した

ことを高く評価しまして、Ａ評価です。 

 次の「利用者ニーズの把握・反映やリスク分析・評価の高度化のための体制整備」につ

きましては、よくやっているということがわかるので、悩ましいところではありますが、

利用者ニーズの把握・先取りはもとより、リスクの高度化・複雑化に対応したリスク分析

能力の強化は極めて重要で、決して容易に達成できる課題ではありませんが、体制整備等

の取組について目標を達成したということでＢ評価といたしました。 

 次の「重点的政策分野への戦略化・重点化」につきましても、政府の政策と良く連携し、

前年度に制度創設した金融危機対応策の利用実績が大きく拡大したこと、資源・エネルギ

ー、環境、中小企業、航空機、原子力、インフラ分野等に機動的に対応したことを高く評

価しましてＡ評価にいたしました。 

 次の「民間保険会社による参入の円滑化」につきましては、よく情報を提供しているし、

これ以上なかなかやりようもないというご意見もございましたが、民間保険会社にとって

は、マーケット環境が悪かったため、結果として業務拡充への意欲は高まりませんでした。

そうした中でも、ＮＥＸＩとしては、民間へのノウハウ提供・共有等の取組を適切に行い、

目標を達成したという理由でＢ評価といたしました。 

 総合いたしまして、最初の大きな項目、「国民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上」という評価項目につきましてはＡとさせていただきます。 

 次の大項目の２、「業務運営の効率化」は２つのポイントがございます。 

 まず (1)の「業務運営の効率化」は、人件費、一般費用、随意契約の３つがポイントに

なるわけですけれども、まず、業務費及び一般管理費削減につきましては、小規模の組織

において、業務の質の高度化に取り組む一方で毎年のように人員削減していくのは、民間

の感覚からは無理もあるように思うとの意見も出たところでありまして、大変な効率化努

力をして目標を達成しているものと評価いたします。 

給与水準につきましては、ラスパイレス指数への注目なども勘案したところですが、国

際金融等の専門的人材の確保のため、当該人材の労働市場における給与水準の影響を受け
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ることを踏まえれば合理性があり、国民の理解も得られるはずでありまして、決してマイ

ナス評価として捉えるべきではないと考えます。国家公務員との比較ではなく、むしろ民

間金融機関や国際協力銀行等類似機関と比較する方が適切かと思います。無理に公務員並

みに下げさせれば、業務の質に悪影響が生じかねないとの懸念も出されたところです。役

員報酬についても、民間からの有能な人材も採用が可能な水準くらいは今後とも確保すべ

きであろうとの意見でございました。 

随契割合は前年度に比べれば大幅に改善しており、見直し計画策定も適切であると評価

いたします。当年度の随契につきましては、システムの安定稼働に不可欠であり、やむを

得ないと認めます。したがって(1)についてはＢ評価といたします。 

 次の「新システムの導入による効果的な開発及び円滑な運用」につきましては、新制度

への対応も含めまして、システムトラブルもなく円滑に運用されたことに加え、システム保

守費用が大きく減少したことを高く評価しまして、Ａ評価といたしました。 

 最後、「財務内容の改善」につきましては２項目あるのですけれども、最初の「財務基

盤の充実に向けた取り組み」については、プラスマイナスのどちらかという評価の仕方を

いたしまして、プラスといたします。ここでは貿易保険事業の特殊性を踏まえまして、利

益剰余金や積立金についての理解に関しては、各委員から多くの意見が出たところです。

貿易保険事業は、財務そのものが事業のベースでありますので、財務基盤が不安定となれ

ば、新たな制度などの前向きな対応や利用者ニーズに応えられなくなり、国際競争力強化

といった国の基本方針に逆行しかねません。１２兆円の引受残高、リスクの複雑化・大型

化、成長戦略におけるリスクテイク機能の役割の重要性を踏まえれば、健全な財務基盤の

確保にむしろ一層努めることが重要です。ＮＥＸＩの金融資産は、利用者からの保険料を

プールしているものであって、国民の税金ではないという点、貿易保険制度は、２５年程

度の長期で収支が均衡するように料率を検証しつつ運営されており、ひとたび大きな保険

事故が発生すれば一時的な積立ても底をつくのであって、短期的な黒字や一時的な積立に

だけ着目して余剰云々の議論をすべきではないという点はしっかり認識されるべきで、ま

して利用者からの保険料を他の用途に回すのは筋違いと考えます。特別会計の一般会計へ

の統合といったような話も聞きますが、財政事情を理由に、利用者にとって切実な、タイ

ミングのよい保険金支払や保険付保ができなくなることを懸念するところです。ＮＥＸＩ

の利益剰余金は、そもそも引受責任に対応した将来の保険金支払いに引き当てるべき原資

でありまして、いわゆる内部留保や溜まり金とは異なるもの、民間であれば、引当金・準
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備金として負債計上されるべき性格のものということで考え方が一致したところでござい

ます。 

 それから、「債権管理・回収の強化」につきましては、その大変さについての評価もあ

りまして、債権管理・回収の取組を適切に進めたことに加え、当年度については、回収が

容易でない信用事故債権の回収実績率が目標を大きく上回ったことを高く評価しまして、

Ａ評価といたします。 

 以上の評価の結果を踏まえて、総合評価はＡとします。 

 以上です。 

 

鈴木理事長 

 どうもありがとうございました。お忙しい中、ご審議賜りまして本当に感謝申し上げま

す。 

 私ども、今後とも国際ビジネスをやっておられる方に、真に役に立つ日本貿易保険を目

指して、これからも役職員一同、努力してまいりたいと思いますので、ぜひ忌憚のないご

指導をお願いしたいと思います。 

 本日は本当にありがとうございました。 

 

横田部会長 

 ありがとうございました。 

 

３．日本貿易保険役員報酬規則の変更について 

横田部会長 

 それでは、引き続きまして、最後の議題 (3)の「日本貿易保険役員報酬規則の変更」に

移らせていただきます。 

 独立行政法人の役員報酬及び退職手当の届け出があったときは、独立行政法人通則法第

53条に基づき、評価委員会は意見を申し出ることができるとなっております。 

 では、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

岸貿易保険課長 

 資料３でございますように、昨年の人事院勧告に準じる形でＮＥＸＩも引き下げたとこ
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ろでございますが、本年度の夏の役員賞与についても同様に適用するものでございます。 

  

 

横田部会長 

 ありがとうございました。 

 ＮＥＸＩさんから補足がございましたらお願いいたします。 

 

岡田総務部長 

 特段ありません。 

 

横田部会長 

 それでは、今までの説明についてご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

安念委員 

 では、一言。 

 

横田部会長 

 はい。 

 

安念委員 

 おかしな話だなと皆さんお思いになりませんか。ＮＥＸＩ職員を公務員でなくしたとい

うのは、給与等にフレキシビリティーをもたせるためであるのに、こんな横並びで給与を

下げるなんて。下げるときは思い切って下げればいいです。少なくとも業績がいいのに、

ほかが下げているから下げますなど、こんな窮屈なことをしてどうするのですかという意

見があったと議事録に書いておいてください。 

 

横田部会長 

 ありがとうございます。ぜひ議事録に書いていただきたいと思います。 

 ほかにいかがですか。――よろしいですか。では、本日、ちょっと遅くなりましたが、

議題はすべて終了いたしましたので、これで審議を終了させていただきます。 



 

- 13 - 

 事務局からご連絡等ありましたら、お願いいたします。 

 

岸貿易保険課長 

  本日の評価については、親委員会が７月29日ということで、そこで確定される運びで

ございます。横田部会長にご出席をお願いしたいと思います。 

 今回の資料の確定版については、後日送付させていただきます。 

 それから、今後の本部会の開催でございますが、年内は今のところ具体的な予定はござ

いませんけれども、必要な場合は部会長と相談の上、調整させていただきます。その際は

よろしくお願いいたします。 

 以上です。本日はどうもありがとうございました。 

 

横田部会長 

 それでは、今日は活発なご意見、ご議論いただきまして、ありがとうございました。 

 以上をもちまして「独立行政法人評価委員会第30回日本貿易保険部会」を閉会いたしま

す。ありがとうございます。 

 

                                                                ――了―― 

 


