
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 平成２２年度実績概要

２．国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する事項

（３）クレジット取得関連業務



２.（３）クレジット取得関連業務

◆委託事業の実施計画書の内容は次のとおり

，京都議定書の目標達成計画における京都メカニズム活用分1.6%のクレジットを取得。＇第一約束期間＇2008～2012（総計で約1億t-CO2相当（

，対象クレジットは、CDM、JI及びGISによるもの。但し、森林CDM及び原子力CDMは対象外。

，クレジットの取得形態は、①ＣＤＭプロジェクト参加者として直接取得＇タイプＡ（、②ＣＤＭクレジット取得者から間接取得＇タイプＢ（、③グリーン
投資スキーム＇ＧＩＳ（を前提とした国際的な排出量取引による取得。

，事業者の資格審査の方法＇信用力、リスク、プロジェクト内容（、クレジットの価格評価の方法＇リスク、保証などを総合的に審査（を規定。

，クレジットの買取価格については、別途協議。

◆毎年度、経済産業省と環境省がNEDOと委託契約を締結。

◆毎年度の事業は、当該年度から2014年3月31日までを期間とする。＇国庫債務負担行為による後年度負担も認めた内容（

◆年度毎にNEDOが取得したクレジットは2月末日までに、NEDOの登録簿口座から政府の登録簿口座に移転。
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政府によるクレジット取得について

政府
経済産業省・環境省

による予算措置

平成０７年度予算 ３８億円
国庫債務負担 ０１１億円

平成０８年度予算 ０１１億円
国庫債務負担 ３／６億円

平成１／年度予算 ２／２億円
国庫債務負担 ７０１億円

平成１０年度予算 ３１７億円
国庫債務負担 ６／５億円

プロジェクト実施者等

プロジェクト実施者は、

技術・資金等を提供して、
途上国等においてプロ
ジェクトを形成し、
クレジットを取得する。

＇プロジェクト例（

省エネルギープロジェクト

バイオマス発電プロジェクト

＇独（新エネ
ルギー・産
業技術総合
開発機構
＇ＮＥＤＯ（

購入代金支払

クレジット購入委託
契約の締結

クレジット調達契約
の締結

，クレジット生成時の支

払いに備えて国庫債

務負担

契約時

ｸﾚｼﾞｯﾄ生成時

クレジット引き渡し クレジット引き渡し

平成１１年度予算 ３１３億円

平成１２年度予算 ０５２億円 購入代金支払

京都メカニズムクレジット取得事業（委託事業）の概要

１ 所要のクレジット購入契約及びクレジット取得を行う



●ポーランド共和国環境省とのGISによる取得交渉を結実させ、400万
t-CO2のクレジットを取得。厳しい交渉の結果、取得価格抑制に成功｡

●為替変動への対応 ９サブプライム問題等の影響を受け、為替レートが大
きく変動。ＧＩＳのような大規模な外貨建ての案件においては、為替リスクと為替コスト
増の回避が重要。予算確保と経費固定化の為、ポーランドとのGIS契約においても
為替予約を実施。

●現時点において、必要な契約量は確保したとの認識。

●事務管理等の効率化・適正化に努め、ＧＩＳ及びＣＤＭ案件の確実
なクレジット移転を推進、クレジット総契約量の約84％を移転完了

総移転量＇累積（ ９ ７＋０８２－７万t-CO2

総契約量＇累積（ ９ ８＋６７１－２万t-CO2

ポーランド共和国との調印式＇2010年12月 於:COP16カンクン（

ザレスキ環境副大臣＇左端（と植田理事＇右端（

総契約量・総移転量の推移

(注)Ｈ22年度の総契約量は、契約解除及び変更等による増減を反映

平成22年度の契約量９ ３／／－／万t-CO2

平成22年度の移転量９ ２＋２７／－７万t-CO2

9,782

8,194
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【環境対策の内容】 公共建物における省エネルギー・プロジェクト

京都メカニズム関連事業に関するＮＥＤＯの知見を活用し、様々な手段による情報収集や関係機関との連携等により、
目標達成のための計画的なクレジット取得と政府への確実な移転を実施。

＜内訳＞

ＣＤＭ＇直接取得（９ ００－６万t-CO2

ＣＤＭ＇間接取得（９ ２３８－０万t-CO2

ＧＩＳ９ ２＋／１／万t-CO2

１ 所要のクレジット購入契約及びクレジット取得を行う

２．(3)クレジット取得関連業務
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政府目標＇約０億t-CO2（を契約ベースでほぼ達成



１ 所要のクレジット購入契約及びクレジット取得を行う

２．(3)クレジット取得関連業務
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Type
契約締結先

＇国名（
契約クレジット量

万トン ＇二酸化炭素換算（
実施国 プロジェクト名 プロジェクトの概要

GIS
ポーランド共和
国環境省 ３／／－／ ポーランド

※GISを活用した排出割当量購
入契約に基づく、温室効果ガス
排出削減プロジェクト等を実施。

公共建物における省エネルギープロジェクトを環境・地域住
民に配慮して実施。環境対策に資するプロジェクトの確実
な実施に向けてNEDO はポーランド共和国環境省と緊密に
協力していく。

ウクライナ９3,000万ｔ チェコ９4,000万ｔ

ラトビア９150万ｔ

直接取得
＇ﾀｲﾌﾟA（９
約255万ｔ

グリーニング活動内容

契
約
量

N
E
D

O

へ
の
移
転
量

・省エネルギー
・低環境負荷のための燃料転換
・再生可能エネルギー
・公共建物のエネルギー効率改善
・CO2以外の温室効果ｶﾞｽ排出削減
・大気・水質・土壌などの汚染削減 など

住宅分野での
・エネルギー効率改善
・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ利用促進
・ﾊﾟｯｼﾌﾞｴﾈﾙｷﾞｰ基準での建築促進
など

・公共建造物のｴﾈﾙｷﾞｰ効率改善
・工場の省エネルギー対策
など

GIS CDM

全量移転済全量移転済

間接取得
＇ﾀｲﾌﾟB（９
約2,000万ｔ

・公共建造物のエネルギー
効率改善 など

ポーランド９400万ｔ

うち約34万ｔ移転済

うち約990万ｔ移転済

う
ち
20
万
ｔ
移
転
済

未
契
約

約
200
万ｔ

全
量
移
転
済

■平成１１年度のクレジット取得契約概要

これまでの総契約量９約9,782万ｔ-CO2

（平成22年度末時点での政府への移転量：約8,194万t-CO１）



１ 所要のクレジット購入契約及びクレジット取得を行う

２．(3)クレジット取得関連業務
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種類
CDM 【タイプA】

＇事業者よる直接取得（
CDM 【タイプB】

＇転売等による間接取得（
GIS

制度
特徴

●有効化審査→国連登録→モニタリング→検証の過程を経て、はじめてCERが発行
＇国連審査がクレジットの発生を左右（

●ＧＩＳホスト国が元々有する初期割当量
＇AAU（を取引 ＇国連審査等の必要なし（

価格 中
プロジェクト参加者なので比較的
低価格で入手可能

高値
様々な要因で変動。市場価格を
指標にしつつ、専門家により評価

安値
交渉次第であるが、安価で取得
することが可能

取得量 尐
大規模プロジェクト減尐
＇数十万t規模以下（

中
案件による
＇バンドルで100万ｔ規模も（

多 極めて大量の取得が可能

リスク 大
事業・事業者、国連審査等など
の多くのリスクが存在

小
信用性の高い事業者が100%保証
の場合はリスク小 ＇代替で補填（

中 グリーニングリスクなどが存在

CDM、GISそれぞれにリスクは存在。取得契約しただけでは不十分。

CDM９契約した分のクレジットが毎年確実に発行され、NEDOに移転されること
GIS ９支払った資金を元に、確実にグリーニングプロジェクトが進捗することが

取得事業における達成目標。



キャパシティ・ビルディング等の実施を通じ、

●環境対策における日本技術の貢献
＇＝グリーニングリスクの低減化（

●GIS資金の一部が日本企業の参加
促進に活用される仕組みの導入

●ポーランド ＧＩＳ日本技術紹介キャパシティビルディング
平成23年3月2-3日にポーランド共和国ワルシャワに於いて、ＮＥＤＯとＪＡＡＰ＇ポーランドＪＩＣA帰国研修員同窓会（の

主催により、日本の環境技術紹介のためのセミナー及び技術相談会を実施。
【概要】
・日本企業・団体により13テーマについて講演

＇テーマ例９ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、建物の省エネ、ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ、太陽光発電、
風力発電、廃棄物発電、ﾊﾞｲｵﾏｽ、ｸﾘｰﾝｺｰﾙ技術ﾞ等（

・セミナー参加人数は約206名。
・講演者による技術相談会も開催。日本技術に関する積極的な

意見交換が行われた。
企業による技術紹介のパネル展示セミナー風景

GISホスト国

（ＧＩＳ）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （１）ポーランド

２ クレジット購入契約にあたり費用対効果を上げるための取組を実施する

２．(3)クレジット取得関連業務

GISにおける費用対効果を考慮した仕組みづくり
ＧＩＳホスト国

資
金

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ＧＩＳファンド
＇特別口座にて管理（

対象プロジェクトの実施

○省エネルギー
○再生可能エネルギー
○低環境負荷のための燃料転換
○CO１ 等

日本企業

ＮＥＤＯ

キャパビル＇技術指導、

セミナー開催等（の実施
我が国環境技術移転の促進

資金の一部が日本に還元
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●ウクライナにおける着実なグリーニングの実施

平成23年2月24日にウクライナシンフェロポリ地域の病院において、外壁断熱工事及び窓・窓枠の交換
工事による設備改修GISプロジェクトの完了に伴い、施設の開所式を開催した。また、全資金の約１．２を日本技術を活

用したプロジェクトに充当することとされており、その第1号プロジェ
クトを承認。

●ウクライナにおけるGIS資金管理問題に迅速・適正に対応

ウクライナで発生した資金管理問題に対しては、政府と連携して迅速に
対応。最終的にGIS資金を管理口座に回復させるとともに、今後ウクライ
ナ政府が適正に管理していくことを確認し、管理強化のために売買契約
を改定した。

（ＧＩＳ）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （２）ウクライナ

２．(3)クレジット取得関連業務

２ クレジット購入契約にあたり費用対効果を上げるための取組を実施する

（ＧＩＳ）環境対策の確実な実施と日本の環境技術の移転 （３）チェコ

●日本技術の導入普及促進活動の積極化により、日本技術のシェア向上

日本の環境技術を紹介するワークショップ＇6月（、セミナー＇5月（等において、導入普及を促進したことにより、グリーニ
ング案件における日本技術のシェアが向上＇ヒートポンプ案件９約6％→約10％（した。

この他、2010.9.13→2010.12.10で日本製品案件がそれぞれ増加

・太陽熱利用技術については、11件 → 23件
・断熱化プロジェクトについては、5件 → 8件

ヒートポンプ 2010.03.15 2010.09.13 2010.12.10

導入件数 995 3,133 4,502
日本製品 60 176 447

約6％ 約6％ ⇒約10％

2月24日の開所式 外壁断熱工事を施した病院
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●国連のCDM審査は長期化・厳格化。このためNEDOは契約事業者、プロジェクト実施者、関係機関などとの協力により、
ＣＥＲ発行可能性を早期に見極め、諸施策を適切・速やかに実施。
●ＣＤＭ間接取得では、契約に基づく代替クレジットによる補填義務を積極的に活用し、確実にクレジット移転量を確保。
●ＣＤＭ直接取得では、登録が見込めない３件について、契約を解除＇2010年9月15日付（

プロジェクト設計書公表から
登録申請迄の平均日数

登録申請から登録迄の
平均日数

登録日からの最初のクレジット発
行迄の平均日数

４年間で約１倍 ４年間で約２倍 ４年間で約４倍

出典 ９財団法人地球環境戦略研究機関＇ＩＧＥＳ（資料

-1（CDM）国連の厳しい登録審査の現状に対し、適切・速やかに対応

3 事務効率化に向けた取組を行う

２．(3)クレジット取得関連業務
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取組⑥（ＧＩＳ）為変動への対応

北京事務所
中国CDM案件

欧州事務所
東欧GIS案件

ラトビア＇GIS（

ウクライナ＇GIS)

チェコ＇GIS)

＜ＧＩＳ＞
●ホスト国が確実に環境対策を実施していくことをモニタリングするとともに、日本の優れた
環境技術をＧＩＳプロジェクトに組込んでいくため、欧州事務所の専門職員が積極的に直接
対象国と交渉。
●本部＇京メカ部及び国際部、各技術部（との連携を図りながら、支払資金の確実な管理・
使用に寄与。 ＇ウクライナの問題に対しても迅速に対応（

＜ＣＤＭ＞
●現地政府及び事業者の動向等の
情報収集や調査のため、北京事務所
を積極的に活用。
●登録案件における、事業者管理、
モニタリング期間のSite Visit対応等、
広範囲にわたって対応。

ポーランド＇GIS)

-３ 海外事務所を積極的に活用し、クレジットの確実な維持･管理

3 事務効率化に向けた取組を行う

２．(3)クレジット取得関連業務

●良質なＣＤＭ案件を柔軟に取得できる環境を保つことは重要。既存の交付金事業＇京都メカニズム開発推進事業（に
て、ＣＤＭ/ＪＩ事業として案件成立の可能性を調査するFSを実施。
● 日本技術の移転及び京都メカニズムの裾野拡大を目的として、以下のFSを実施。新規方法論の確立を指向。

公募名 採択案件名

プログラムCDM/JI実現可能性調査
インドネシア国営パームオイル工場の廃棄物のエネルギー利用に関するプログラム
CDM実現可能性調査

新規方法論の開発を伴うCDM
プロジェクト実現可能性調査

ヒートポンプの導入に関する大規模新規方法論の開発を伴うCDMプロジェクト実現
可能性調査＇ベトナム（

物流部門CDMプロジェクト実現
可能性調査

中国における営業用トラックの燃費改善に係るCDMプロジェクト実現可能性調査

-２（ＣＤＭ）独自の交付金事業及び関係機関との連携による案件発掘
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取得事業に関する公平性・透明性確保のため、茅陽一東京大学名誉教授を委員長とする４名の外部有識者からなる評価
委員会を平成23年4月20日に開催。取得総量約9,782万トンに達したこと対して高い評価を得るとともに、GIS契約における
価格抑制や既契約案件の適切な管理及びリスク案件に対するクレジットの差し替え等機動的な対応などＮＥＤＯの取組に
対して適切との高い評価を得た。

※京都メカニズムクレジット取得事業評価委員会 委員一覧
委員長 茅 陽一 東京大学名誉教授 委員 岩間 芳仁 (社)日本経済団体連合会 環境本部長
委員 工藤 拓毅 (財)日本エネルギー経済研究所 総括研究主幹 委員 平石 尹彦 (財)地球環境戦略研究機関 理事
委員 松橋 隆治 東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授

上記評価委員の評価を受けて、NEDOとしては、今後とも各委員の貴重なご意見・コメントを充分活かしつつ適切に取得
事業を推進すると共に、ポスト京都に向けて政府と連携をとりながら国際交渉の進展に適切に対応する所存。

委員からの主なコメント９
①第一約束期間を1年残し、ほぼ目標総量を確保したことを高く評価。これにより、京都メカニズム分をほぼカバー

できた。
②GISにおける価格交渉において、他国の状況を踏まえた戦略的アプローチにより低価格のクレジットを調達できた

ことを高く評価。効率性を重視した取り組みを評価すると共に、これにより日本政府の財政負担を軽減できたことは
大変評価できる。

③既に手当＇契約（したクレジットについての管理を適切に行い、＇移転量不足が懸念される（リスクのあるクレジット
を他に差し替えるなど機動的な対応に努めたことは、高く評価。

④最終目標の達成に向けた価格情報、市場動向へのレビュー等を通じた準備行動が取られている。
⑤NEDOの組織＇海外事務所を含む（及びツールとの連携を通じた実効性を高める努力が行われている。
⑥二国間クレジットFS事業など将来に向けた取り組みを関係者と連携して進めていることを高く評価。
⑦CDMの取得拡大への努力を期待。

事業評価委員会による外部評価の実施

３ 事務効率化に向けた取組を行う

２．(3)クレジット取得関連業務
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３．財務内容の改善その他



3. 財務内容の改善その他

１ 計画的に内部監査を実施し、業務遂行上の留意事項を提言する
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 監事監査との重複を避け、かつ監査内容の情報共有を図るため、監事との
情報交換により効率的な内部監査を実施。また、監査法人と内部監査の状
況を情報共有することで、内部統制について確認。

 監査計画を作成して、計画的な監査を実施するとともに、効果的に行う
ため、監査チェックリストを作成して、業務監査及び臨時監査を実施。

◆ １１年度に実施した主な内部監査項目とその監査結果

【業務監査】
国際事業により相手国に設
置された機械設備等の移
管状況及び移管までに付さ
れる損害保険料の監査。

【臨時監査】
国庫納付を行った債権の管
理状況等の監査。

【監査結果】
国際事業の終了後、相手国への機械設備の移管までに付した保険料は、国際事

業で必要とした保険料全体の５４％。
内部監査において、事業終了から相手国への移管までの期間は、相手国の了解

得るなどして当機構で付保は行わないこととし、付保に係る経費の節減を求めた。

【監査結果】
債権を管理する進捗管理表や伝票手続き等に一部遅延を確認。
内部監査において、債権管理規程を改正し、債権管理総括箇所を規定するなど

管理体制を強化を求めた。

会計監査人

監事監査内部監査
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３.財務内容の改善その他

不正受給した事業者全件＇１１年度９３事業者（について、一定期間の補助金等交付及び契約を停止するとも
に処分内容を公表するなど、厳しい処分を徹底。

事業実施者に対する検査研修＇コンプライアンス研修（を年３回開催し、公的資金の適正な執行を周知。

事業実施者における不正行為等を抑制するため、新規事業者や公的資金を初めて受け入れる事業者に対し
て経理指導を全件実施。

【新規事業者等に対する経理指導】

ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者や公的資金を初めて受け入れる事業実施者全てに対して、経理
指導等を実施。公的資金の適正な執行等について、以下の取り組みを実施。

• 新規事業者を中心とした契約・検査に係る事業者説明会を、四半期毎＇５月・８月・０／月・１月の計３回（に全
国６箇所で開催し、遠方の事業者の利便性等に配慮した経理指導等を展開。＇０＋４７７名が参加（

• 事業実施者には、検査時間の確保が容易な中間検査において、積極的に現地検査を実施し、研究の実施状
況を把握するとともに、新規事業者等に対しては現地で個別に経理指導を実施。

• 採択決定時に新規事業者を集めた事務取扱説明会を開催し、事務手続きの要点及び契約・検査に係る具体
的な経理内容の説明を実施。

２ 検査体制の強化等によりコンプライアンス体制の構築を図る

【事業実施者に対する検査研修】

公的資金の適正な執行を確保するため、事業実施者に対して５月・８月・０／月・０月の計３回、全国６箇所
＇川崎、名古屋、大阪、広島、福岡、札幌、仙台（で検査研修＇コンプライアンス研修（を開催。＇４６／名が参加（

検査研修では、事業者用の委託契約等検査マニュアルを配付し、公的資金を取り扱うにあたっての心構え
や事業者におけるコンプライアンスの取組や法令・規定等に則した適正な経費執行について周知。
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3. 財務内容の改善その他

３ 保有資産について、利用状況等を把握し有効活用を図る（その１）

＇参考（ 不要資産の処分状況【不要資産の処分に係る方向性】

不要な資産については、適時適正な管理を実施しつつ、引き続

き不動産市況の変化及びニーズの把握を行い、早期の売却処

分を推進。＇今後、九州圏４物件及び区分所有宿舎＇５戸（が対

象（

今後の処分計画については、平成１２年度の資産処分委員会

での議論を踏まえ、入札公告時期の検討を行い、併せて、新たに

処分対象となった区分所有宿舎についての情報収集も行い、処

分時期について検討する。

＇実物資産について（

実物資産は、保有・賃貸の必要性、規模の適切性、利用状況、適切な管理方法等を踏まえ、担当部署における不動産市況の
調査や会議室の利用状況調査等による情報収集の結果を基に、関係部署との協議により保有や処分の方針を決定。売却す
べき資産は、外部有識者による「保有資産の処分に係る審査委員会」＇資産処分委員会（の助言を得つつ、速やかに入札等を
実施。

桜新町倉庫、祖師谷宿舎について、政府出資額を超える価格で売却し、国庫納付。

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針＇Ｈ１１.０１.６閣議決定（を踏まえ、白金台研修センター、伊東敷地については
国庫納付＇現物納付（することとして、納付手続の準備をすすめているところ。

九州圏４件＇吉塚敷地、太宰府敷地、筑紫野敷地、篠栗書庫、粕屋敷地（の資産については、１１年度も一般競争入札を行っ
たものの、福岡県下の不動産市況の低迷が続き不調となっている。

１／年度に構築した事業部門と管理部門の情報共有体制の中で、資産管理状況のフォローや注意喚起を実施し、研究開発資
産の処分の迅速化を着実に推進。

資産名称 売却等の状況

白金台研修センター、伊東敷地 国庫納付手続中

鳥飼敷地、福岡地行敷地 平成１０年８月売却済み

太宰府敷地 、吉塚敷地、筑紫野敷
地、篠栗書庫、粕屋敷地

売却処分手続中
＇過去計２回入札したが不調（

新横浜区分所有宿舎
売却処分手続に着手

＇平成１１年度に処分対象となった（



3. 財務内容の改善その他

３ 保有資産について、利用状況等を把握し有効活用を図る（その２）

＇金融資産について（

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」＇22－12－7閣議決定（に基づき、省エネリサイクル法債務保証業務＇一般勘定９
０／億円、エネルギー需給勘定９１１億円（、鉱工業承継業務に係る政府出資金のうち０５７億円について１１年度末に国庫返納を実
施。また、独立行政法人通則法の改正の趣旨に鑑み、桜新町倉庫・祖師谷宿舎の譲渡収入＇１－４億円（、本部移転に伴う敷金差
額＇２－５億円（についても１１年度末に国庫返納を実施。これらの措置により、金融資産は大幅に減尐。

全ての現預金、有価証券等について、機構内において保有の必要性、保有目的に照らした規模の適切性等を把握・検討した上で、
より精緻な執行管理の徹底を図るなどにより見直しを実施。前年度に引き続き年度末での未払金の計上額が減尐。

金融資産の運用については、独法通則法第３６条＇余裕金の運用（に則り、ＮＥＤＯが定めた運用方針の下、適切に実施。また、精
度の高い資金需要を把握するための所要の見直しを実施。

• 長期的に保有する金融資産＇投資有価証券など（の必要性については、業務を実施する上で必要な資金として政府から出資を受
けたものであり、業務の遂行に応じて業務費へ充当するなど有効に活用。

• 保有する全ての現預金、有価証券等は、前記の資産を除けば、運営費交付金(債務)に対応した研究開発等の事業資金が大半で
あり、執行状況に応じ、適時、事業者への支払等に努めるなど、常に見直しを行っているところ。特に、年度末で多額に計上してい
た未払金に対応する現預金については、より精緻な執行管理 の徹底を図り、前年度に引き続き減尐。

＜未払金推移＞

０８年度末９８００億円 → １／年度末９０６０億円 → １０年度末９８０億円 → １１年度末９ ５１億円＇決算未了のため暫定値（

• 融資等業務以外の貸付金は、当機構では保有していない。

• 個別法に基づく事業において運用する資金に係る運用方針等の明確化及び運用体制の確立については、資金源別の運用方法、
運用対象商品の取扱金融機関の選定基準等を定めた運用方針及び運用マニュアルの下、適切な運用を実施。平成１０年度は、
資金需要の変動に即応した運用手続きをマニュアルに明記し、機構内でタイムリーな情報共有を図るなど、より精緻な運用を確保
するための連携を強化。

• ０／／億円以上の融資等業務による債権としては、石炭経過勘定の貸付金(新規貸付はなく回収業務のみ)で０６２億円を計上。当
該債権については、回収額を最大化するよう、返済計画を策定して、着実に回収しており、平成１１年度は、償還予定額０＋／３５百
万円を計画どおり回収。
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【ＮＥＤＯ保有特許等の特徴】

当機構が保有している特許等は、日本版バイ・ドール法＇現産業技術力強化法（が施行された平成００年度以前の契約によ
るもの＇１１年度末３６４件（。同法の精神に則り、同法施行後の研究成果から新たにＮＥＤＯへ帰属した特許権等は無いため、
出願に関する方針や審査する体制はなく、知的財産の活用に関する特段の目標は設定していない。

【事業受託者に係る特許権等のマネジメント】

知的財産権管理規程等に則り、事業受託者からの出願通知等を適切に管理。また、第１期中期計画＇研究開発マネジメント
の高度化等（においても、事業実施者に強い知的財産権の取得を奨励すること等を規定。

一方、上述のように単にバイ・ドール条項を適用するだけではなく、特に世界標準も見据えてオールジャパンで取り組む必要
がある「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト」のような大型コンソーシアムに対しては、以下を実施。

①コンソーシアムに知財の専門家を派遣、

②プロジェクト成果の一括管理＇パテントプールの構築等（、

③対外的なライセンス機能の集約化、

④標準化戦略も含めた包括的な知財戦略の実施

これに加え、NEDO全体の知財マネジメントの高度化を図ることを目的に、「知財マネジメント基本方針」を策定し、当機構の
ホームページにて公表した。

3. 財務内容の改善その他

３ 保有資産について、利用状況等を把握し有効活用を図る（その３）
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＇知的財産について（

当機構が保有している特許権等については、実施許諾済みか、未利用かを問わず、当機構のホームページ上にて、外部の特
許流通データベースとも連動しつつ開放特許の検索を可能とすることにより、外部の利便性を確保し、民間企業等への実施許
諾を推進。

実施許諾等に至っていない未利用特許のうち、法定耐用年数が経過したものであって、技術分野における戦略上の必要性な
どから当機構が継続保有する必要性がないものは、関連部署にて維持及び放棄について判断した上で放棄。これにより維持
経費＇特許年金等（の削減＇１／年度５２百万円→１１年度２７百万円（を推進。



3. 財務内容の改善その他

４ 交付金債務の適正化に向けた取組を行う
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■ 中期目標期間終了時における運営費交付金債務残比率目標値＇最終年度予算額に対する比率を８%以内（
を達成すべく、期中における適切な予算追加投入を行うなど、引き続き、機動性・弾力性を確保。

■補正予算を除いた交付金債務は１４３億円※、０８－１％※の見込み。さらに、震災に起因する債務及び国際事
業における相手国側の都合により発生した債務等を除いた場合は０５８億円※、０１.７％※となる
＇補正予算等を含めた場合、交付金債務は４８５億円※、２４－７％※（。

早期執行に向けた予算執行管理の高度化
・月次の執行状況調査において未執行額の精査を行い、不要不急な予算は加速財源として有効活用する運用を実施。
積極的な事業計画の前倒しにより成果の最大化が期待できる案件に対して優先的に追加配賦。

・平成１１年度は引き続きより精緻な執行管理の徹底を図ったことにより、更に未払金が減尐。

(８００億円＇０８年度末（→  ０６０億円＇１／年度末（→ ８０億円＇１０年度末（→ ５１億円※＇ １１年度末（)

平成１１年度の取組み

運営費交付金債務額の推移

・ １１年度の運営費交付金債務は総額４８５億円となったが、そのうち補正予算分の債務は２３１億円と債務全体の大部分
を占めている。

・また、震災に起因する債務及び国際事業における相手国側の都合により発生した債務等は７３億円であり、不可避な
要因による債務が増大に繋がっている状況。

※９決算未了のため暫定値

＇単位９億円（
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3. 財務内容の改善その他
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■ 一般管理費について、中期計画において、業務の効率化推進等により、一般管理費＇退職手当を除く。（を削
減し、中期目標期間の最後の事業年度において平成０８年度比０４％の削減を達成することが目標。

■ 平成１１年度において、平成０８年度比▲０１－３億円＇０２－３％（の削減を達成＇４年▲０４％の２年目（。

■ 引き続き、一般管理費の削減に向けて、業務の効率化や支出の削減に対する不断の取組を継続。

※決算未了のため暫定値

０８年度予算＇基準値（ ８＋１／７百万円 ，

１１年度実績 ６＋８６／百万円 ▲０１－３億円 ▲０２－３％

中期目標期間の最終年度

＇１３年度（
６＋７１６百万円 ▲０２－７億円 ▲０４％

【１１年度の主な取組】
①＇人件費（人員の削減等による人件費の削減

②＇情報システム費（データセンターへの機構内サーバ機器の移設による光熱水道費の節減

③＇情報システム費（情報基盤サービス導入によるシステム運用管理費の削減

④＇石炭管理費（採掘確認調査の削減による石炭ぼた山管理経費等の節減

⑤＇事務所維持費（執務室照明のＬＥＤ切り替えによる電気代の削減

５ 業務効率化により、一般管理費の平成１９年度比１５％の削減を図る



3. 財務内容の改善その他

６ 業務効率化により、総人件費平成１７年度比５％の削減を図る

■ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」等に基づき、

平成０６年度比４％を上回る総人件費削減を実施することを目標に、出向者の抑制、並び
に、役職員月例支給額及び賞与の引き下げ等の取組を実施。

■ １１年度は、平成０６年度比▲００億円＇▲０３－８％（を削減＇４年▲４％の４年目（。

【１１年度の主な取組】

・ 出向者の抑制、並びに、役職員月例支給額及び賞与の引き下げ

・ 過去に実施した措置※の削減効果が本年度においても継続

※ 職員給与の平均３－７％の削減＇０７年３月（、職務手当の定額化＇０８年３月（及び人事院勧告に基づく初任給ベースアップの
見送り＇平成０８年度（等

単位９千円

平成17年度
実績

平成18年度
実績

平成19年度
実績

平成20年度
実績

平成21年度
実績

平成22年度
実績

7,418,039 7,389,532 7,095,440 6,805,201 6,767,390 6,314,189

▲0.4％ ▲4.3％ ▲8.3％ ▲8.8％ ▲14.9％

B-138
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3. 財務内容の改善その他

０８年度事業費予算＇基準値（ ０７５０億円 ， ，

１／年度事業費＇予算（ ０６４３億円 ▲０／６億円 ▲４－７％

１０年度事業費＇予算（ ０４８４億円 ▲１５５億円 ▲０３－２％

１１年度事業費＇予算（ ０３２４億円 ▲３１５億円 ▲１１－８％

■ 事業）について、「第１期中期目標期間の最後の事業年度＇平成１３年度（において平成０８年度比４％を上
回る効率化に向けた取組を行う。」ことが目標。
(）京都メカニズムクレジット取得関連業務、基盤技術研究促進事業、競争的資金及び補正予算を除く。)

■ 平成１１年度の事業費予算は平成０８年度比▲３１５億円＇▲１１－８％ （の効率化を実現＇４年▲４％の２年
目（。

行政刷新会議「事業仕分け」等を踏まえ、関連事業において「実施者負担」を求める基準を策定して、効率的
な予算執行に努めた他、ＮＥＤＯが保有する研究開発資産の効率的な活用に関する運用を本格的に開始す
る等、事業の質を損なうことなく、事業を推進。

■実施プロジェクト数を、平成０８年度＇０１／（を上回らないように０／３に重点化。

＇参考（【第０期中期目標期間中の事業費削減率の推移】

平成０４年度 平成０５年度 平成０６年度 平成０７年度 平成０８年度

特殊法人比 ＊１－７ ％ ＊ ／－６％ △３－３％ △７－０％ △０２－１％

第１期中期目標期間中の事業費削減率の推移

７ 業務効率化により、事業の平成１９年度比５％の効率化を図る



3. 財務内容の改善その他
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■ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」＇平成１０年００月０６日閣議決定（」において、競争性のない随意契約の
見直しを更に徹底して行うとともに、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、点検、見直しを行うこととされた
ことも踏まえ、なお一層、競争性のある契約の拡大に努め、国の水準＇平成１０年度の件数７３％、金額６７％（を上回る、件数
ベース８６－５％、金額ベース８８－７％の高い水準を達成し、契約の透明性を確保。

■ また、これらの契約情報について、ホームページを通じて適切に公表。

■平成１１年３月に「随意契約等見直し計画」を策定し、契約監視委員会を引き続き開催し、随意契約や一者応募等の点検・見直
しを実施。研究開発等で一しか提案がなかった場合に公募期間の延長＇１１年度事業の公募から対象（やメール配信サービス
登録の慫慂等、一層の競争拡大に努力。

【一般競争入札等の拡大に向けた取り組み】

・平成０８年度から、請負契約のうちイベント等の企画内容等の重要性が高いものについて、価格のみならず企画要素も加味
した総合評価落札方式を導入しており、平成１１年度についても引き続き積極的に実施。

・随意契約によることができる限度額及び指名競争ができる限度額については国の基準と一致しており、平成１１年度におい
ても引き続き厳格に運用。

・随意契約等を行うことができる項目については、「契約事務の取扱に関する機構達」の改正＇平成１０年０月改正（により、明
確化かつ厳格化を行っており、１１年度も引き続き適正に運用。

【一般競争入札等に係る契約の透明性の確保】

・「契約事務の取扱に関する機構達」等において定められている、談合等の不正行為及び暴力団関与の場合の契約の解除
等の条項を厳格に運用し、平成１１年度も引き続き当該条項を契約書に記載し、契約の透明性を確保。

・平成０８年度から入札結果及び随意契約内容を毎月ホームページ上に公表しており、平成１１年度も引き続き積極的に情報
を開示。

８ 一般競争入札等の拡大により契約の透明性を確保したか



3. 財務内容の改善その他

ＮＥＤＯの関係法人＇注1（に出資を行っている会社＇特定関連会社、関連会社（はなく、関連公益法人等＇注2（のみであり、以下のとお
り、業務委託等を適切に実施。

０－ＮＥＤＯの契約先及び助成先の選定は、原則として企画競争・公募によることとしており、中でもプロジェクト等の実施を担う
場合には、外部有識者による審査委員会、機構内部の部長レベル＇部長会（及び役員レベル＇契約助成審査委員会（の多段階
の厳格な審議を経て契約又は交付決定を行っており、関連公益法人等も例外ではない。

委託先の選定に際しては、契約助成審査委員会に係る選考基準等に則り、開発の方法・内容、経済性＇金額の妥当性（に
加えて、委託先の実施体制＇再委託先を含めた役割や必要性等（、経営基盤＇財務内容（等に関する基準に基づく選考を実施。

１－独法から関係法人への再就職及び独法と関係法人との補助・取引等の状況を財務諸表に明記。

２－随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事による監査を実施。

３－経済産業省による独法見直し＇平成１１年３月０８日（を踏まえ、公益法人一者など尐数者によるプロジェクトは、原則、平成１１

年度をもって廃止。複数者によるプロジェクトであっても公益法人への支出比率の高いプロジェクトについては、公益法人向け支

出を大幅に削減。

注０９独立行政法人が出資を行っている民間企業のほか、法人と一定の関係を有する公益法人等＇関連公益法人等（が含まれる。
注１９１１年度の関連公益法人等は１３法人。うち、公益法人が８法人、技術研究組合が０１組合、ＮＰＯ法人が２法人。ただし、 １１年度の関連公益法人等の詳細については、多く
の公益法人等の決算が、監査を経た後、５月の総会等による承認を経て確定するものであり、これが確定しないと該当するかどうか不分明なため、未確定値。

＇注（関連公益法人等は、「独立行政法人会計基準」第０１４ ０において、「出えん、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び事業運営の方針決定に対して重要な影響を
与えることができるか又は独法との取引を通じて公的な資金が供給されており、独法の財務情報として、重要な関係を有する当該公益法人等をいう。」とされ、更に １ の「＇１（
事業収入に占める独法との取引に係る額が三分の一以上である公益法人等」に該当するもの。

ＮＥＤＯが出資を行っている会社＇特定関連会社、関連会社（はない。

契約先及び助成先の選定は、原則として企画競争・公募を実施。関連公益法人等も例外ではない。

関係法人への再就職及び法人との補助・取引等の状況を財務諸表に明記。

入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事による監査を実施。

昨年4月19日の経済産業省による独法見直しを踏まえ、公益法人一者など尐数者によるプロジェクトは、原則、平成１１年度をもって廃
止。複数者によるプロジェクトであっても公益法人への支出比率の高いプロジェクトについては、公益法人向け支出を大幅に削減。
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９ 関係法人への業務委託等を妥当性のあるものとする（その１）
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3. 財務内容の改善その他

ＮＥＤＯの関係法人の法人数推移

＇参考（ＮＥＤＯの特定関連会社、関連会社
○特定関連会社は、０５年度まで２社＇(株)鉱工業海洋生物利用技術研究センター、(株)イオン工学センター、(株)超高温材料研究セン

ター（あったが、いずれも０６年度中に株式処分又は清算しており、現在特定関連会社はない。
当該２社は、国がＮＥＤＯを通じて産業投資特別会計で出資、残りを民間及び地方公共団体が出資して、昭和５２年～平成１年に設立
された研究基盤施設整備法人。

○関連会社は、０５年度まで２社＇(株)熊本流通情報センター、(株)旫川保健医療情報センター、ウツミリサイクルシステムズ(株)（あった
が、１社は０５年度中、０社は０８年度中に株式処分しており、現在関連会社はない。

０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 ０８年度 １／年度 １０年度 １１年度

特定関連会社 3 3 0 0 0 0 0 0

関連会社 3 1 1 1 0 0 0 0

関連公益法人等 43 36 44 41 29 22 27 24

＇財団法人（ 16 16 17 19 13 10 8 6

＇社団法人（ 6 3 4 5 3 2 3 3

＇技術研究組合（ 15 15 14 10 11 7 13 12

＇ＮＰＯ法人（ 5 2 4 3 2 3 3 3

＇中間法人等（ 1 0 5 4 0 0 0 0

９ 関係法人への業務委託等を妥当性のあるものとする（その２）



3. 財務内容の改善その他

１０ 利益剰余金の計上を業務運営上適切性のあるものとする
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■ 平成１１年度末においては、制度的に不可避に欠損金が生じるという特殊要因のある１勘定＇基盤技術研究
促進勘定、石炭経過勘定（を除き、４勘定＇一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継勘
定、特定事業活動等促進経過勘定（で計 ５７－８億円の利益剰余金が計上される予定。＇決算未了のため暫定値（

■ この主な発生要因は、研究開発資産売却収入及び知的財産権実施料収入であり、何れも業務運営を適切
に実施した結果。

０－機構の主たる業務である研究開発関連業務は、運営費交付金・国庫補助金等を財源として着実に実施しており、その
支出額を限度に収益化等を行っていることから、これにより利益剰余金が発生することはない。

１－一方、平成１１年度末においては、制度的に不可避に欠損金が生じるという特殊要因のある基盤技術研究促進勘定、
石炭経過勘定の１勘定を除き、一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継勘定及び特定事業活動
等促進経過勘定の４勘定で総額約５８億円の利益剰余金が計上される見込。＇決算未了のため暫定値（

２－利益剰余金の主な発生要因は、以下により発生したもの。

●適切な資金運用 ⇒ 受取利息の財務収益等

[特定事業活動等促進経過勘定]

●終了した研究開発事業に係る資産について、他の事業 ⇒ 研究開発資産売却収入
への利活用調査を行った上、適切に処分。

● 平成００年度の日本版バイドール適用以前の研究成果 ⇒ 知的財産権実施料収入
から得た特許権等について民間企業への実施許諾。

[一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定]

[鉱工業承継勘定]

●国庫返納のための投資有価証券の売却益 、及び売却 ⇒ 有価証券売却収益等

日までの運用収益

利益剰余金の推移

＇単位９億円（

勘定名 １０年度末 １１年度末

一 般 勘 定 ０／－１
＇※（

１／－８

電 源 利 用 勘 定 ７－２
＇※（

０２－１

エ ネ ル ギ ー
０７－７

＇※（

２２－０
需 給 勘 定

鉱工業承継勘定 ▲ １－６
＇※（

／－５

特定事業活動等
促 進 経 過 勘 定

０－０
＇※（

０－０

合計 ２４－６
＇※（

５７－８

＇※（決算未了のため暫定値



3. 財務内容の改善その他

１１ 目的積立金を申請しない妥当な理由を有している

■ 主要業務の実施からは、利益剰余金は発生しない。

■ 一方、附帯的業務等により、研究開発資産売却収入、知的財産権実施料収入等による利益金が発生。
これらの利益金は、総務省から示された「経営努力の概念」として認められることが困難と認識しているこ
とから、目的積立金の申請はしていない。

[目的積立金]
目的積立金は、独法会計基準上、独立行政法人

の経営努力(※)により生じた額とされている。

(※) <経営努力の概念(総務省) > 

①法人が新規性・自主性のある活動により、②運営費交付金及び国又は地
方公共団体からの補助金等に基づかない収入を増加させたり、③費用を節
減させたりすることを通じ、④当該事業年度において利益を増加させるもの

[目的積立金を申請していない要因]
＜主要業務からの目的積立金＞

当機構の主たる業務である研究開発関連業務は、外部の民間企業・大学等を最適に組み合わせた実施体制に対する
委託や助成により実施しているが、その研究開発の成果と費用とを関連付ける事が困難なこと等から、支出額を限度とし
て収益化を行っており、主要業務からは利益金が発生せず、目的積立金の原資はない。

一方、附帯業務等に起因して利益金が発生しているものの、以下の理由により目的積立金の申請は行っていない。

＜１１年度末の利益剰余金の発生要因＞

● 終了した研究開発事業に係る研究開発資産売却収入

● 独法化以前に取得した特許権等の知的財産権実施料収入

● 国庫返納のための有価証券売却収益

● 受取利息の財務収益等

【目的積立金を申請していない理由】
他法人の申請やその承認の状況を鑑みると、当機構で平成１１年度末現

在までに発生した利益剰余金の発生要因については、何れについても総務

省から示された「経営努力の概念」として認められることが困難。

今後、目的積立金を巡る動向(経営努力の概念等)を見極めつつ、当
機構として目的積立金の申請対象が生じればこれを実施する予定。

B-144



3. 財務内容の改善その他

１２ リスク管理債権（貸倒懸念債権、破産更生債権等）を計画どおり管理し、解消に向けて取り組んだか（その１）
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貸倒懸念債権、破産更生債権等については、 石炭経過勘定及び鉱工業承継勘定での着実な債権回収、及

び特定事業活動等促進経過業務の終了により、１１年度末に総額０７／億円＇対前年度０２億円減（の計上と
なった。

＇単位９千円（

期 首 残 高 期 末 残 高 摘 要

- 25,176 25,176
(-) ＇ 25,176 （ (25,176) ＇注（

74,955 △ 74,955 -
(74,955) ＇ △ 74,955 （ (-) ＇注（

585,103 - 585,103
(585,103) ＇ - （ (585,103) ＇注（

12,425 - 12,425
(12,425) ＇ - （ (12,425) ＇注（

203,399 △ 203,399 -
(203,399) ＇ △ 203,399 （ (-) ＇注（

【鉱工業承継勘定】

762,819 △ 364,538 398,281
(99,520) ＇ △ 8,585 （ (90,935) ＇注（

21,095 △ 8,726 12,369
(4,829) ＇ 27 （ (4,856) ＇注（

240 △ 129 111
【石炭経過勘定】

18,354,770 △ 1,045,513 17,309,257
(18,270,540) ＇ △ 989,373 （ (17,281,167) ＇注（

【法人合計】

20,014,807 △ 1,672,084 18,342,722 
(19,250,773) ＇ △ 1,251,110 （ (17,999,663) ＇注（

96.2% 98.1%

当期増減額

　

　　

　

求償権＇省エネリサイクル債務保証（

求償権＇新エネ債務保証（

求償権

貸付金

未収金

区分

【一般勘定】

　 未収金＇研究開発等業務)

貸付金

貸付残高に占める貸倒懸念債権及び破産更生債権
等の割合＇％（

【エネルギー需給勘定】

【特定事業活動等促進経過勘定】

未収収益

貸付金等の合計値

　 未収金＇研究開発等業務)

＇注（括弧内は、貸付金等のうち、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の内訳を示す。



3. 財務内容の改善その他

１２ リスク管理債権（貸倒懸念債権、破産更生債権等）を計画どおり管理し、解消に向けて取り組んだか（その２）

リスク管理債権を有する全ての事業について、計画的な債権回収を実施。

事業名称
貸倒懸念債権、破産
更生債権等 ＇千円（

管理状況、解消に向けた取組方針

省エネ・リサイクル支

援法に係る債務保証

制度

(エネルギー需給勘

定、特定事業活動等

促進経過勘定)

，

省エネルギー・リサイクル支援法に係る債務保証の経過業務に関しては、回収の見込みのない２事

案の求償権を保有しているものであったところ、平成１１年００月をもって、政府出資金の毀損なく適正

に処分し、本業務を終了している。

新エネルギー利用等
債務保証制度

＇エネルギー需給勘

定（

４７４＋０／２ 債務者の経営状況及び資金収支等に基づき、債務者との返済交渉等、債権回収額の最大化に向け

管理・回収を行っている。

今後も同様に債権の管理・回収を行っていくとともに、法的処分等を含め適切に対処していくものとす

る。

研究開発等業務＇一
般勘定、エネルギー

需給勘定（

２６＋５／０
委託等事業の返還処理において、返還が一部滞った案件が発生したために計上したもの。今後、債

権の管理・回収に努める。

鉱工業承継業務

(鉱工業承継勘定)

８４＋６８１ 債務者の経営状況及び資金収支等に基づき、債務者との返済交渉等、債権回収額の最大化に向け

管理・回収を行っている。

今後も同様に債権の管理・回収を行っていくとともに、破産更生債権等については、法的処分等を含

め適切に対処していくものとする。

貸付金償還業務
(石炭経過勘定)

０６＋１７０＋０５６ 石炭生産を終了した企業が貸付先であることから、その大部分が破産更生債権等であり、当該債権

については、回収額を最大化するよう、返済計画を策定して、着実に貸付金を回収してきた。

その結果、平成１１年度のリスク管理債権は、０／億円減尐した。今後も、策定した返済計画に基づき

着実な回収を行う。
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＜今後の対処方針＞

基盤技術研究促進事業については、平成１１年度末時点で４５７－０億円の欠損金が生じていると
ころであるが、独立行政法人の欠損金をめぐる様々な議論に配慮しつつ、資金回収の徹底を図る。

・より収益納付の最大化を図るため、費用対効果も勘案しつつ、既に実用化に至っている案件に対し
て実施者の事業活動の把握に努め収益納付拡大を図る

・今後新たに実用化が見込まれる案件に対しては人材を集中させるなど、できる限り成功事例の創
出・拡充に向けた取組強化を図る。

3. 財務内容の改善その他

１３ 繰越欠損金の計上を業務運営上適切性のあるものとする

平成１１年度末時点で、制度的に不可避に欠損金が生じると
いう特殊要因のある基盤技術研究促進勘定、石炭経過勘定の
１勘定において、計▲４８４－３億円＇▲８２－６億円増（の繰越欠
損金となる見込み。
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０－基盤技術研究促進事業 ，欠損金リスクの生じる事業への取組、欠損金の増減の適切性及び研究委託先への現地調査
及び納付の慫慂

基盤技術研究は、我が国産業の国際競争力の低下が懸念される中で、その強化を図ることが重要であるが、リスクが高く、
企業単独で取り組むことが困難であり、成果が開花するまでには相当の投資と期間を要するため、ＮＥＤＯが国から出資を受
けて委託により実施しているもの。

本事業においては、政府出資金を原資として事業を実施する仕組みとなっていること及び民間企業と同一の会計処理を法
律により義務化されていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可避に生じるものである。

＜平成１１年度実績＞
平成１１年度においては、研究成果の事業化の状況や売上等の状況について０／８件の報告を徴収し、研究委託先等への現地調査を０／８回実施

するとともに、収益納付のしやすい仕組み＇当該年度納付（を導入したことで、５４件の収益実績を確認し、総額約８百万円の収益納付があった。

本年度についても平成１／年度から開始した「先進操縦システム等研究開発」を引き続き実施。なお、同年度に中間評価を実施した。

国

ＮＥＤＯ ＇基盤勘定（

民 間 企 業 等

出資金

研究開発委託費

繰越欠損金の推移
＇単位９億円（

勘 定 名 １０年度末 １１年度末

基 盤 技 術 研 究
促 進 勘 定

▲ ３７４－４
＇※（

▲ ４５７－０

石 炭 経 過 勘 定 ▲ ０５－２
＇※（

▲ １６－２

合 計 ▲ ４／０－７ ＇※（ ▲ ４８４－３

＇※（決算未了のため暫定値



国

ＮＥＤＯ ＇石炭経過勘定（

鉱害被害者等

出資金

鉱害賠償等

貸倒引当金＇外部流出なし（

石炭経過業務＇貸付金償還業務、旧鉱区管理等業務、鉱害復旧業務（は、平成０２年度の国内石炭政策終了に伴う旧鉱区
管理等の業務をＮＥＤＯが実施しているもの。

当該業務にかかる経費は、主として政府から出資を受けた資金を取り崩す形で賄うこととしているため、業務の進捗に伴って、
会計上の欠損金が不可避に発生。また、過去に石炭政策に基づき貸し付けされた貸付金に係る貸倒引当金の積み増しによっ
ても欠損金が発生。

１－石炭経過業務 ，欠損金リスクの生じる事業への取組と欠損金の増減の適切性

3. 財務内容の改善その他

１３ 繰越欠損金の計上を業務運営上適切性のあるものとする

＜今後の対処方針＞

年度計画どおり業務を実施した結果、旧鉱区管理等業務により発生する欠損

金により、平成１１年度末時点で１６億円の繰越欠損金が生じているところ。

《旧鉱区管理等業務による欠損金について》

第１期中期目標期間においては、旧鉱区の管理等の業務の実施に伴い本業

務に係る欠損金は増加する予定である。これらに留意しつつ、石炭経過業務に

ついては、独立行政法人の欠損金をめぐる様々な議論に配慮した上で、管理コ

スト等を勘案し業務を計画的・効率的に実施する。

《貸付金償還業務の貸倒引当金積み増しによる欠損金について》

独立行政法人会計基準等に従い、必要に応じて貸倒引当金の積み増しを行う

場合には、欠損金が増加することがある。

貸付金回収は計画に沿って進んでおり、貸倒の発生を回避しつつ、貸倒引当

の対象となる貸付金を回収することにより、欠損金の減尐を目指す。

＜平成１１年度実績＞
＇旧鉱区管理等業務（

平成１１年度は、旧鉱区に発生した鉱害の賠償＇４７件（、ぼた山等＇６０炭鉱（の状況調査及び保全工事等の業務を着実に実施した結果００億円
の欠損金が発生した。
＇貸付金償還業務（

貸付金については、計画に基づき回収を着実に実施して残高を減らしているところ。１１年度においては、独法会計基準第１８ １項における貸倒
引当金の計上ルール＇破産更生債権等の貸倒見積額については、債権額から担保の処分見込額等を減額して計上（に基づいて算定した結果、貸
倒引当金の積み増しは生じなかった。

(※)決算未了のため暫定値
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3. 財務内容の改善その他

２－新エネルギー利用等債務保証制度 ，欠損金リスクの生じる事業への取組と将来の欠損金リスクの取り方

■ 平成１１年度以降は新規引き受けを停止。

●可能な限りリスクを低減するため、現地調査を実施。

●今後、求償債権＇22年度末残高6億円（回収の最大化に努める。

１－制度概要と実績

●本制度の実施に際しては国が20億円を出資。

● 対象事業は、
①主な利用者が中小・ベンチャー企業であり、金融機関の融資条件も厳しい
②保証期間が10～15年と長期にわたり、その間の事業環境変化・自然災害等のリスク予見が困難である

ことから、NEDOが債務保証という形でリスクを取ることにより、初めて実現する事業と言えるものであり、新エネルギー導入
事業者を支援すると いう本制度の政策的意図を活かした運用を図っているところ。

●平成22年度までの債務保証実績は 22事業、 累計 129億円＇22年度末残高 56億円＝前年度末比▲7億円（となっている。

２－リスク低減への取り組み

本制度は、新エネルギー導入事業者を支援し、新エネルギーの導入促進に資するため、政策的に低い保証料率＇0.2％（でＮＥ
ＤＯがリスクを取って債務保証を行うもの。代位弁済が発生した場合は、ＮＥＤＯに欠損金が生じるリスクを前提とした制度。

０－欠損金リスクの生じる事業への取組

１３ 繰越欠損金の計上を業務運営上適切性のあるものとする
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3. 財務内容の改善その他

■ 省エネルギー・リサイクル支援法に係る債務保証の経過業務
・求償権案件２件について、今後の回収見込がないことから当該債権を償却し、１１年度をもって業務を終了。

・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」＇22年12月7日閣議決定（に基づき、NEDO法附則第０５条の規定により、

１１年度をもって特定事業活動等促進経過勘定を廃止し、１１年度決算承認後に政府出資金９４億円を含め、財余財産を
国庫へ返納予定。＇返納見込額９５－０億円（

■ 鉱工業承継業務
• 平成１１年度においても、回収額の最大化に努め、期首時点に０７社だった債務者のうち、新たに３社が完済し、第１期中期目
標期間中における回収額の最大化に向けて、引き続き計画的かつ適正な債権管理を実施。

•これまでの回収努力と国庫返納に伴う投資有価証券の売却益、金融資産の適切な運用により、旧基盤センターから承継され
た繰越欠損金９▲６億円を解消し、／－５億円の積立金を計上予定。

•当該業務に係る政府出資金９０７２億円のうち、投資有価証券＇０５８億円の全額を売却（として運用している０５７億円につい
て、 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」 ＇22年12月7日閣議決定（に基づき、 １１年度末に国庫返納を実施。

•民間出資分９／－７億円についても、返納に向けて催告を実施。＇返納額９／－５億円（

１４ 債務保証経過業務・貸付経過業務を計画的に行う

【鉱工業承継業務】

【特定事業活動等促進経過業務】

● １０年度における法的手続きも基づく債権の一部回収を受け、１１年度において債務者等の状況等について再度調査を実施。

● 調査結果を踏まえ関係各方面と調整の上、求償権の残額の償却を実施するとともに、１１年度をもって業務を終了。

● 今後、特定事業活動経過勘定の権利・義務を整理し、１１年度決算承認後に政府出資金９４億円を含め、残余財産の国庫返納を実施予定。

＇注（資産の国庫返納を踏まえ、１１年度において、貸付金残額について債務者区分・担保物評価額等の見直しを行い、保守的に貸倒引当金を計上。

24年度 ＇年度（23年度22年度21年度20年度

503百万円

534百万円

393百万円

404百万円

354百万円回収予定額

回収実績額

292百万円 23百万円

貸付金回収
第2期中期目標期間

365百万円
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3. 財務内容の改善その他

１５ 石炭経過業務を適切に行う

０－貸付金償還業務

国内石炭鉱業の構造調整の円滑な推進を図るため、法律に基づき貸し付けた資金について、貸付先の状況に応じた適切な

措置を講じつつ、計画的に償還業務を実施。平成１１年度は、償還予定額０＋／３５百万円を計画どおり回収。

１－旧鉱区管理等業務

ＮＥＤＯは、最終鉱業権者として、旧保有鉱区の管理業務を実施。現在、３６３鉱区３１６のぼた山を管理しており、旧産炭地域

住民の安全・安心の確保を図るべく、これらの地域における定期巡回を実施するとともに、放置坑口の閉そく工事や、ぼた山防

災工事などを着実に実施。また、旧保有鉱区内に発生した鉱害について、復旧工事や金銭賠償を適切に実施。

平成１１年度は、
０（旧鉱区管理マニュアルに従い、旧鉱区に係る６０炭鉱の状況調査及びぼた山保全工事等を実施。

１（坑廃水改善対策として、４炭鉱の調査・解析・測量業務等を実施し、基本方針を策定。

２（鉱害賠償業務として、被害申し出５０１件に対し、鉱害であるか否かの認否件数２／７件の処理を行い、前年度採択未処理分２／件及び１１年度

採択件数のうち１７件の計４７件＇計４３５百万円（の鉱害処理を適正に実施。

■平成０２年度に石炭関係法が廃止され、ＮＥＤＯは石炭経過業務として、旧石炭鉱業構造調整臨時措置法等

に係る貸付金の償還業務、旧保有鉱区における鉱害の発生の防止及び鉱業法に基づく鉱害賠償義務の

履行といった旧鉱区管理等業務を適切かつ着実に実施。


