
（お名前を御記入ください。）

評価

(AA､A､B､C､D)

1 全般において研究開発マネジメントの高度化を適切に実施する
・マネジメントガイドラインが機構内でより一層活用されるよう、年度内に２回以上、機構内の普及活動を実
施
・機構職員が研究現場に直接出向くことにより「企業・大学インタビュー」を実施
・海外機関との情報交換協定などの協力関係構築を推進

A-4
B-5～8
B-70～73
B-75

2 研究開発の企画段階においてマネジメントの高度化を適切に実施する
・実施プロジェクト数が平成１９年度の数を上回らないよう重点化
・企画型の研究開発事業の立案及びテーマ公募型研究開発事業の案件採択時において、費用対効果分析実施を
徹底 A-4～5 B-9～11

3 研究開発の実施段階においてマネジメントの高度化を適切に行う
・公募締切から採択決定までの期間を、ナショナルプロジェクトについては原則45日以内等とすることによ
り、事務の合理化・迅速化を実施
　-ナショナルプロジェクト：原則45日以内
　-実用化・企業化推進事業：原則70日以内
　-技術シーズ育成事業：原則90日以内
　-新エネルギー・省エネルギー関連業務の「実証」及び「導入普及業務」：原則60日以内

・不正行為を行った事業実施者に対しては厳しい処分を関係機関の動向等を踏まえつつ徹底
・「複数年度契約・交付決定」、「年複数回採択」等の制度面・手続き面の改善を行うとともに、事業実施者
に対する説明会を今年度４回以上実施
・事業実施者に対するアンケートで、中期目標期間中に８割以上の回答者から肯定的な回答を得られるよう
に、事業実施者の利便性の向上を意識しつつ、制度面・手続き面の改善を実施
・委託先の事情により適用できない場合等を除き、委託事業における日本版バイドール条項の適用比率１０
０％とする
・委託先に帰属する特許権等について、委託先における企業化の状況及び第三者への実施許諾の状況等につき
調査し、適切な形で対外的に公表

A-5～6 B-12～19

4 研究開発の評価段階においてマネジメントの高度化を適切に行う
・追跡調査の結果として把握される継続事業の比率を把握し、比率９０％以上に向けた取組を実施
・第１期中期目標期間中からの継続分のうち平成２３年度調査対象となっている５７件に加え、第２期中期目
標期間から調査を開始した４３件、新たに平成２３年度に事後評価を行う３１件のナショナルプロジェクト、
また、７件のテーマ公募型の研究開発事業についても追跡調査を行い、計１３８件の結果について分析及び評
価を行う

A-7 B-20～23

総括資料
（２３年
度Ａ資
料）での
説明箇所

説明資料
（２３年度
Ｂ資料）で
の説明箇
所

（ア－２）研究
開発マネジメン
トの高度化（企
画段階）

評価シートⅠ

経済産業省独立行政法人評価委員会 新エネルギー・産業技術総合開発機構部会 評価シート(２３年度)

委員名:

（ア－１～５）研究開発マネジメントの高度化に対す
る評価の理由・コメント、改善すべき点等

１．研究開発関連業務に対する総評

コ　メ　ン　ト　欄
（評価の視点等を踏まえた形で、評価の

理由・コメント、改善すべき点等を記入）

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （※１．から３．の合計で６０％）

１．研究開発関連業務　（５０％）
　平成１８年度：Ａ、平成１９年度：Ａ、平成２０年度：Ａ、平成２１年度：Ａ、平成２２年度：Ａ

（ア－４）研究
開発マネジメン
トの高度化（評
価段階）

（ア－１）研究
開発マネジメン
トの高度化（全
般に係る事項）

（ア－３）研究
開発マネジメン
トの高度化（実
施段階）

評価項目

評価事項（個々の評価事項について当該年度の判定が「Ｂ」となる基準）
※「Ｂ」：法人の実績について､質･量の両面において中期計画の達成に向けて策定された年度計画を概ね達成
※「・」は評価の視点

資料５－３ 
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5 研究開発に関連して社会への貢献、成果の広報・情報発信を適切に実施する
・標準化においては、以下の項目に関する数値目標を設定し、その達成を図る
　① 研究開発プロジェクトにおける標準化に係る取組を含む基本計画数：１７件程度
　② 機構の事業におけるＩＳＯ等の国内審議団体又はＩＳＯ等への標準化に関する提案件数：４件程度
・各部門の研究成果について、幹部による記者会見等を随時実施
・「ＦＯＣＵＳ　ＮＥＤＯ」を４回発行するとともに、分野毎のパンフレットを定期的に更新
・来場者１万人超の展示会（産業技術、エネルギー・環境関連）への出展等を実施
・小中学生向けのイベント等普及啓発事業を３回実施
・実践的研究発表として、機構自身として２０本程度の発表を実施
・プロジェクト成果のアウトカムの把握し情報発信を実施

A-8 B-24～37

6 ナショナルプロジェクトを適切に実施する
・プロジェクトの立ち上げに当たっては、パブリックコメントを１回以上実施
・平成２３年度に事後評価を行う３１件のプロジェクトについて、成果、実用化見通し、マネジメント及び位
置付けを評価項目とし、評点法を用いて「優良」又は「合格」との結果を得たプロジェクトがどの程度あるか
を把握し、対外的に公表しつつ、第２期中期目標期間において８割以上が「合格」、６割以上が「優良」との
評価を得るための取組を実施
・特許出願件数を国内特許については、１，０００件以上、海外特許については２００件以上を目指し、その
取得の取組を実施

A-9
B-39～47
B-64～69
B-81～84

7 実用化・企業化促進事業を適切に実施する
・「実用化・企業化促進事業」においては、終了後３年以上経過した時点での実用化達成率を２５％以上とす
るという中期計画の達成に向けて取組を実施
・イノベーション推進事業については、６割以上が「順調」との評価を得るという中期計画の達成に向けてマ
ネジメントを実施

A-10 B-48～50

8 技術シーズの育成事業を適切に実施する
・「技術シーズの育成事業」においては、事業の実施に基づく査読済み研究論文の予算当たりの発表数を、技
術分野ごとの特徴その他適当な条件を加味した上で、第1期中期目標期間と同等以上とするという中期計画の
達成に向けた取組を実施

A-10 B-51～53

9 産業技術人材養成を適切に実施する
・民間企業や大学等において中核的人材として活躍する技術者を、第１期中期目標期間と同等程度養成
・ＮＥＤＯフェローについては、養成終了者の追跡調査等を実施 A-10 B-54

（ウ）人材養成に対する評価の理由・コメント、改善
すべき点等

10 技術経営力の強化に関する助言を適切に行う
・技術経営力や研究開発マネジメントノウハウ等に関して機構内や企業の技術開発部門や企画部門の担当者等
への研修を１コース以上実施するとともに、技術経営力の強化をテーマとしたシンポジウム等を１回以上開催
・１名の職員を外部の研究開発現場等に派遣
・２名の職員を大学院のＭＯＴコース等に派遣し、博士号、修士号の取得を目指し、必要な知識を習得させる

・実践的研究発表として、機構自身として２０本程度の発表を実施
・ＮＥＤＯプロジェクトを核とした「ＮＥＤＯ特別講座」を推進
・良質な技術シーズを発掘するため、機構の事業に対する応募に係る相談対応を２回以上実施

A-11 B-55～60

（エ）技術経営力に対する評価の理由・コメント、改
善すべき点等

（ア－１～５）研究開発マネジメントの高度化に対す
る評価の理由・コメント、改善すべき点等

（イ－２）研究
開発の実施（実
用化・企業化促
進事業）

（イ－３）研究
開発の実施（技
術シーズの育成
事業）

（ウ）人材養成

（イ－１～３）研究開発の実施に対する評価の理由・
コメント、改善すべき点等

（エ）技術経営
力

（ア－５）研究
開発マネジメン
トの高度化（社
会への貢献、成
果の広報・情報
発信）

（イ－１）研究
開発の実施（ナ
ショナルプロ
ジェクト）
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1 政府レベルの温室効果ガス排出量の削減方針に資する具体的な取組を行う A-13 B-63

2 エネルギー関連の国際事業を着実に実施し、成果を挙げる A-14 B-74,76

3 新エネルギー・省エネルギー導入普及を効果的に進めるための工夫を行う A-15
B-79-80
B-85～88

4 新エネルギー・省エネルギー導入普及事業により、ＣＯ２削減に貢献する A-15 B-89

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 A-17 B-91～92

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 A-17 B-93～95

3 事務効率化に向けた取組を行う A-18 B-96～98

1 柔軟かつ機動的な組織体制を構築する
・事務所等の見直しを行う A-20 B-100～102

2 業務の効率的な実施に向けた人材配置を行う A-20 B-103

3 外部人材を積極的に登用する A-21 B-104～105

4 職員の研修等により能力向上を図る
・第２期中期目標期間中に新規の研修コースを５コース以上設置する
・技術経営力に関する機構内職員の研修を１コース以上実施
・技術経営力の強化をテーマとしたシンポジウム等を１回以上開催
・１名の職員を外部の研究開発現場等に派遣
・２名の職員を大学院のＭＯＴコース等に派遣し、博士号、修士号の取得を目指し、必要な知識を習得
・実践的研究発表を機構自身として２０本程度の発表を実施

A-22
B-106～107
B-57

5 適切な評価制度を行うことにより職員の意欲向上を図る
・平成２０年度より適用した人事評価制度の運用の定着化を図る
・人事評価制度に対する理解度向上のための研修に加え、管理職に対する部下の管理・育成能力強化のため、
管理職向けマネジメント研修を実施する

A-23 B-108

6 業務全般のＰＤＳサイクルを確立し、運用する A-24 B-109

7 業務の電子化を推進する
・次期ＰＣ－ＬＡＮシステムを調達し、新システムへの円滑な移行を図る A-24 B-110

8 業務・システムの最適化について、計画を策定し、実施する　〈コメント別紙〉 A-25 B-111

9 環境保全に向けた取組を行う
・環境報告書を作成・公表するとともにその内容の充実を図る
・平成２４年度において平成１８年度比６％削減の達成に向けた取組を実施

A-25 B-112

(1)組織・人事等に対する評価の理由・コメント、改善
すべき点等

３．新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等
に対する総評

(2)業務の効率化、その他に対する評価の理由・コメン
ト、改善すべき点等

１．業務運営の効率化に関する事項に対する総評

評価の理由・コメント、改善すべき点等

評価の理由・コメント、改善すべき点等

４．クレジット取得関連業務の総評

２．新エネルギー・省エネルギー導入普及関連業務等（５％）
　平成１８年度：Ａ、平成１９年度：Ａ、平成２０年度：Ａ、平成２１年度：Ａ、平成２２年度：Ａ

３．クレジット取得関連業務（５％）
　平成１８年度：Ａ、平成１９年度：Ｂ、平成２０年度：ＡＡ、平成２１年度：Ａ、平成２２年度：Ａ

４．業務運営の効率化に関する事項　（２０％）
　平成１８年度：Ａ、平成１９年度：Ａ、平成２０年度：Ａ、平成２１年度：Ａ、平成２２年度：Ａ

(1)組織・人事等

(2) 業 務 の 効 率
化、その他
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10 一般管理費の平成１９年度比１５％の削減を業務効率化の観点から適切に実施する
・一般管理費については、第２期中期目標期間の最後の事業年度において平成１９年度比１５％を上回る削減
に向けた取組を実施

A-25 B-113

11 総人件費平成１７年度比５％の削減を業務効率化の観点から適切に実施する
・平成２２年度までの５年間において平成１７年度比５％削減を図るとともに、人件費改革の取組を平成２３
年度まで継続する

A-26 B-114

12 事業の平成１９年度比５％の効率化を業務効率化の観点から適切に実施する
・事業については、第２期中期目標期間の最後の事業年度において平成１９年度比５％を上回る効率化に向け
た取組を実施
・実施プロジェクト数が平成１９年度の数を上回らないようにプロジェクトを重点化

A-26 B-115

13 平成２３年度補正予算により追加的に措置された交付金及び補助金について適切に活用する A-26 B-116

14 コンプライアンス体制を整備し、内部統制を実施する　〈コメント別紙〉
・法人の長がリーダシップを発揮して内部統制の取組を推進
・コンプライアンスに関する規程類やマニュアルの整備、職員研修を４回以上実施
・独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部業務監査や会計監査を実施

A-27 B-117

15 官民競争入札等の活用・検討を行う　〈コメント別紙〉 A-28 B-118

16 入札・契約を適正に行う〈コメント別紙〉
・契約に係る基準を整備し、公表を実施
・契約に係る規程類を整備・公表し、適正な運用に努める
・審査体制の整備等の契約の適性実施確保に努める
・契約の適正実施確保や一般競争入札等の実施に努める
・競争性のある契約方式における国の水準（平成２１年度件数：８４％、金額７８％）を上回るようにする

A-28 B-119～121

17 役職員給与等の水準を妥当性のあるものとする〈コメント別紙〉
・役職員給与等の水準の国家公務員や民間企業と比較しての適切性
・レクリエーション経費・その他法定外福利費・諸手当の適切性
・行政改革の重要方針に基づく人件費改革の進捗
・給与決定に関する特筆すべき事項

A-29 B-122～127

1 計画的に内部監査を実施する
・独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部業務監査や会計監査を実施 A-31 B-129

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
・不正行為を行った事業実施者に対しては厳しい処分を関係機関の動向等を踏まえつつ徹底
・受託者や補助事業者に対してもコンプライアンス研修を年４回実施
・不正事業者の抑制に向け、新規の受託者や補助事業者のうち過去に公的資金の受入実績がない者に対する経
理指導を全件実施
・不正事業者に対して厳正な対応を図るため、不正を行った者に対する処分は全件公表するといった措置を徹
底

A-31 B-130

評価の理由・コメント、改善すべき点等

５．財務内容の改善その他に関する事項　（２０％）
　平成１８年度：Ｂ、平成１９年度：Ｂ、平成２０年度：Ａ、平成２１年度：Ｂ、平成２２年度：Ｂ

５．財務内容の改善その他に関する事項に対する総評

(2)業務の効率化、その他に対する評価の理由・コメン
ト、改善すべき点等

(2) 業 務 の 効 率
化、その他
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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 〈コメント別紙〉
・実物資産の保有の必要性や規模の適正性
・利用率の低い資産の妥当性
・業務への供用を終了した研究開発資産の売却手続きの迅速化に向け、処分手続きの短縮につながる改善を引
き続き実施する
・金融資産については、これまでの分析結果も踏まえ、必要に応じ現行の運用方針への適切な反映を図り、効
率的な運用に努める
・知的財産等の保有の必要性や規模の適正性
・減損又はその兆候、減損等の要因
・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」への対応
・その他、不要財産の国庫返納を行う

A-32～33 B-131～133

4 交付金債務の適正化に向けた取組を行う
・第２期中期目標期間終了時における運営費交付金債務残の同期間の最終年度の予算額に対する比率を９％以
内に抑制する計画に向けて、毎年度末における契約済又は交付決定済でない運営費交付金債務を抑制

A-34 B-134

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
・一般管理費については、第２期中期目標期間の最後の事業年度において平成１９年度比１５％を上回る削減
に向けた取組を実施

A-34 B-135

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
・平成２２年度までの５年間において平成１７年度比５％削減を図るとともに、人件費改革の取組を平成２３
年度まで継続する

A-34 B-136

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
・事業については、第２期中期目標期間の最後の事業年度において平成１９年度比５％を上回る効率化に向け
た取組を実施
・実施プロジェクト数が平成１９年度の数を上回らないようにプロジェクトを重点化

A-35 B-137

8 一般競争入札等の拡大により契約の透明性を確保する
・競争性のある契約方式における国の水準（平成２１年度 件数：８４％、金額７８％）を上回るようにする A-35 B-139

9 関係法人等への業務委託等の支出を妥当なものとする 〈コメント別紙〉 A-36 B-140～141

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 〈コメント別紙〉
・利息収入等に対して適正に対応

A-36 B-142

11 目的積立金を申請しない妥当な理由を有している 〈コメント別紙〉 A-37 B-143

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、解消に向けた取組を行う 〈コメン
ト別紙〉
・リスク管理債権の割合が増加している場合や計画と実績の差の検証
・回収計画の策定状況、取組状況の検証

A-37 B-144～145

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 〈コメント別紙〉
・当期総利益（又は当期損益）の発生要因、業務運営の適正性
・欠損金リスクの生じる事業への取り組み
・欠損金の増減の適切性
・基盤技術研究促進事業について、研究委託先への現地調査及び納付の慫慂を行う（２３年度において納付さ
れる総額については５００万円程度の達成を図る）
・将来の欠損金のリスクの取り方の適切性

A-38 B-146～147

14 債務保証経過業務・貸付経過業務を計画的に実施する A-39 B-148

15 石炭経過業務を適切に実施する A-40 B-149

16 年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正化 〈コメント別紙〉 A-40 B-150

#####
総合評価に対するコメント

※各評価事項の評定の点数については、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、各項目の評価
点数をＸとすると各項目の総数に対して、ＡＡ：９０％＜X≦１００％、A：７０％＜X≦９０％、B：５０％＜X≦７
０％、C：３０％＜X≦５０％、D：０％＜X≦３０％とする

総合評価
平成１８年度：Ａ、平成１９年度：Ａ、平成２０年度：Ａ、平成２１年度：Ａ、平成２２年度：Ａ
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４．業務運営の効率化に関する事項

評価事項
問い業務・システムの最適化について
（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

以下のとおり、業務・システムの最適化について、計画を策定し実施。

・情報提供系サーバの統合・クラウド化の実現。運用管理の強化・合理化及びセキュリティ対策を強化。
・業務システム系サーバの更新計画を策定し、更新計画の実施準備に着手。
・運用費用削減のため２つのシステムの機能を１システムに改修・集約した。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

評価事項
内部統制

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

評価シートⅡ【必須事項】　　　※　評価の視点等を参考に評価の理由・コメント、改善すべき点等を明記

業務・システムの最適化について、計画を策定し、実施する

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－２５

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１１１

コンプライアンス体制を整備し、内部統制を行う
〈評価の視点〉
・法人の長がリーダシップを発揮して内部統制の取組を推進
・コンプライアンスに関する規程類やマニュアルの整備、職員研修を４回以上
実施
・独立行政法人制度に基づく外部監査の実施に加え、内部業務監査や会計監査
を実施

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－２７

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１１７

以下のとおり、コンプライアンス体制を整備し、内部統制を実施。

・機構運営の重要事項は、理事長が統括する運営会議において審議する体制を取るとともに、運営会議に監事も参加し、理事長のリー
ダーシップ及び内部統制機能強化と監事の監査機能強化を確保。
・理事長と担当役員・部長間で次年度の運営方針等を議論する会議を設定し、理事長の方針を次年度の個別のプロジェクト基本計画等
に反映。
・年度計画の策定にあたり、総務企画部に担当者を配置して、各事業部の設定目標を機構内横断的に徹底して審査することで、設定目
標が緩まないような仕組みを構築し、高い目標を目指して効率的な方法となっているか常にチェックしつつ、業務の有効性と効率性を
確保。
・事業の中間評価や事業終了後の評価を行い、評価の結果から得られた知見・教訓等を個別プロジェクト運営やプロジェクトマネジメ
ントガイドラインに反映する業務体制を取ることを通じ、組織で取り組むべき課題やリスクを把握して、常に職員間で共有。
・監事監査、内部監査、契約監視委員会及び契約・助成審査委員会について、理事長への報告を制度化。開催毎に報告を実施。
・理事長をヘッドとするコンプライアンス推進委員会（４月）を開催し、理事長自らコンプライアンスの重要性を役職員に指導。コン
プライアンス上問題のある案件は、総務企画部でマネジメントし、迅速に、逐次、理事長に上げる体制を構築。
・法人のミッション等を記載したコンプライアンスマニュアルを作成・配布し、ミッション及びコンプライアンス情報を役職員に対し
周知徹底。
・平成２２年度よりサーバを外部データセンターに移設するとともに全役職員にスマートフォンを配布。災害等の発生時におけるシス
テム及びデータの保全並びに役職員の連絡手段を確保している。
・外部講師による研修１５回、職員研修／基礎研修１１回を全職員を対象として実施。職員の意識向上によりコンプライアンス体制を
体系的に強化。（本部のみならず、地方支部（九州、関西）においても本部と同内容の外部講師研修を開催）
・内部監査について、２２年度業務実績に関する業務監査及び会計監査を実施するとともに、２３年度業務に関する内部監査計画を作
成して監査に着手。
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評価事項
官民競争入札等の活用について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

以下のとおり、官民競争入札等の活用・検討を実施。

・研究開発関連業務、新エネルギー・省エネルギー導入普及促進関連業務及びクレジット取得関連業務においては、民間活力の活用を
前提として、原則全て企画競争・公募を実施の上、民間企業等に委託又は補助金の交付により業務を実施。
・管理業務においても、情報基盤サービス関連業務、ウェブサーバ運用保守業務等について、一般管理費の削減等の観点から可能な限
りアウトソーシング化し、競争入札を活用。
・現行の情報基盤サービス業務（～H27.10）の後継事業を国の公共サービス改革基本方針に基づく官民競争入札等の対象として選定。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

評価事項
契約について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

以下のとおり、入札、契約の適正な実施に取り組んだ。

・「随意契約の公表に係る運用指針」に基づき、２３年度も引き続き契約の内容についてホームページで定期的に公表を実施。
・国の基準とも一致した契約に係る規程類（会計規程等）を整備するとともに、２３年度もホームページにて公表を実施。
・職員向けの契約検査業務研修の実施、事業者向け説明会の開催（四半期毎に全国４～７箇所で開催）等により契約の適正実施確保に
努めた。
・これらの取組により、平成２３年度に締結した「競争性のある契約方式」の状況は、件数ベース９６．８％、金額ベース９９．５％
であり、国の水準（平成２２年度の件数８４％、金額７９％）を上回ることを大幅に達成。
・平成２２年４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。研究開発等で一者しか提案がなかった場合に公募期間の延長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。
・「随意契約等見直し計画」に基づき、一般競争入札等の適用の徹底を図っており、平成２３年度の随意契約の割合は件数ベース３．
２％、金額ベース０．５％と僅尐。
・一般競争入札及び企画競争において、一者応札の件数はそれぞれ一般競争入札３７件、企画競争１３件。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

入札・契約を適正に行う
〈評価の視点〉
・契約に係る基準を整備し、公表を実施
・契約に係る規程類を整備・公表し、適正な運用に努める
・審査体制の整備等の契約の適性実施確保に努める
・契約の適正実施確保や一般競争入札等の実施に努める
・競争性のある契約方式における国の水準（平成２１年度件数：８４％、金額
７８％）を上回るようにする

（Ａ資料Ｂ資料の説明箇所を明記）

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－２８

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１１９～１２１

官民競争入札等の活用・検討を行う

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－２８

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１１８
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評価事項
役職員給与等について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

役職員給与等の水準は、以下のとおり。

・平成２３年度のラスパイレス指数は１０３．９（暫定値）となった。
　（民間給与実態調査に基づく人事院勧告を踏まえ適切に給与等を決定）。
・総人件費については、 『民間出向者の計画的な抑制』及び『退職者の不補充による人員削減』等を実施することにより、目標を上回
る平成１７年度比２１．８％の人件費を削減。
評価結果に基づき、賞与においては、引き続き最大±１５％の支給率の差を設けるとともに、昇給においては５段階に分けて反映。
・レクリエーション経費・その他の法定外福利費、諸手当の適切性について、機構においては、レクリエーション経費や食堂施設利用
代に係る支出を行っておらず、引き続きこれを徹底。互助組織への法人支出は２１年度から廃止。
・平成２２年１２月に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」において、区分所有宿舎６戸を売却すること
との決定がなされたため、平成２３年３月末までに住居者を退去。借上げ宿舎に関しても、独立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平
成２４年３月３０日行政改革実行本部）を踏まえて、平成２４年度中に実施計画を策定する予定。
・その他諸手当については、原則国家公務員と同様の支給。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

役職員給与等の水準を妥当性のあるものとする
〈評価の視点〉
・役職員給与等の水準の国家公務員や民間企業と比較しての適切性
・レクリエーション経費・その他法定外福利費・諸手当の適切性
・行政改革の重要方針に基づく人件費改革の進捗
・給与決定に関する特筆すべき事項

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－２９

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１２２～１２７
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評価シートⅡ【必須事項】　　　※　評価の視点等を参考にコメントを明記
５．財務内容の改善その他に関する事項

評価事項
保有資産の有効活用について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

以下のとおり、保有資産について、利用状況等を把握した有効活用を実施。

（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。
・独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（Ｈ２２.１２.７閣議決定）に基づき、白金台研修センター（現物納付）、噴
出試験設備（売却）については国庫納付を完了。
・九州圏５物件（吉塚敷地、太宰府敷地、筑紫野敷地、篠栗書庫、粕屋敷地）ついては平成２０年度以降毎年一般競争入札を
行っているものの不動産市況の低迷が続き不調となっているため、市場価格の再確認等を行い、引き続き入札を実施。
・２０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。

（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）等に基づき、２２年度に２０７億円を国庫返納
し、２３年度においても６億円を国庫返納し、０．６億円を民間出資者へ払い戻したことから、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、精緻な執行管理を実施。未払金の計上額については、前年度と同様に抑制。
・金融資産の運用については、独法通則法第４７条（余裕金の運用）に則り、ＮＥＤＯが定めた運用方針の下、効率的な運用を
実施。

（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、民間企業等への実施許諾推進のため、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。
・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（２０年度６３百万円→２３年度２５百万円）を推進。

保有資産について、利用状況等を把握し有効活用を図る
〈評価の視点〉
・実物資産の保有の必要性や規模の適正性
・利用率の低い資産の妥当性
・業務への供用を終了した研究開発資産の売却手続きの迅速化に向け、処分手
続きの短縮につながる改善を引き続き実施する
・金融資産については、これまでの分析結果も踏まえ、必要に応じ現行の運用
方針への適切な反映を図り、効率的な運用に努める
・知的財産等の保有の必要性や規模の適正性
・減損又はその兆候、減損等の要因
・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」への対応
・その他、不要財産の国庫返納を行う

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－３２～３３

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１３１～１３３
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評価事項
関係法人への業務委託等の妥当性について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

ＮＥＤＯの関係法人は、以下のとおり。

・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。
・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２２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。
・閣議決定に基づき、ＮＥＤＯとの取引高等で関係性を有する法人について公表。
・行政改革実行本部決定に基づき、ＮＥＤＯから会費を支出している公益法人について四半期ごとに公表。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

評価事項
利益剰余金の計上について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

利益剰余金の計上は、以下のとおり。

・平成２３年度末においては、５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、石炭経過業務）で計
１１５億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。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

関係法人等への業務委託等の支出を妥当なものとする

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－３６

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１４０～１４１

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

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－３６

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１４２
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評価事項
目的積立金について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

目的積立金を申請していない理由は以下のとおり。

・主要業務の実施からは、利益剰余金は発生しない。
・附帯業務等に起因して研究開発資産売却収入等による利益金が発生。
・目的積立金は独法会計基準上「経営努力により生じた額」とされており、現状の利益金で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、目的積立金の申請せず。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

評価事項
リスク管理債権（貸倒懸念債権、破産更生債権等）の適正化について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

以下のとおり、リスク管理債権（貸倒懸念債権、破産更生債権等）は、計画どおり管理。

・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により、２３年度末に総
額９３億円（対前年度８７億円減）の計上となった。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

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
に向けた取組を行う
〈評価の視点〉
・リスク管理債権の割合が増加している場合や計画と実績の差の検証
・回収計画の策定状況、取組状況の検証

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－３７

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１４４～１４５

目的積立金を申請しない妥当な理由を有している

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－３７

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１４３
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評価事項
繰越欠損金について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

以下のとおり、繰越欠損金の適正化を実施。

・基盤技術研究促進勘定、石炭経過勘定は制度的に不可避に欠損金が生じるという特殊要因がある。
・平成２３年度末においては、石炭経過業務の貸付金債権区分見直しによる貸倒引当金戻入が生じた結果、繰越欠損金は、基盤
技術研究促進勘定のみの▲６１８．３億円（▲５０．２億円増）となる見込み。
・石炭経過業務の貸付金については、計画に基づき回収を着実に実施。２３年度においては、親会社（通常企業）への債務承継
等により債権区分の見直しを行い（債権の健全化）、過去の決算において計上した貸倒引当金のうち６２億円を戻入。以上の結
果、２３年度においては当期総利益４９．６億円となり、繰越欠損金を解消し２２．４億円※の積立金が生じる見込み。※決算
未了のため暫定値
・平成２２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１０９件の報告を徴収し、研究委託先等への現地
調査を９４回実施するとともに、５件の収益実績を確認し、総額約１２百万円の収益納付があった。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

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
〈評価の視点〉
・当期総利益（又は当期損益）の発生要因、業務運営の適正性
・欠損金リスクの生じる事業への取り組み
・欠損金の増減の適切性
・基盤技術研究促進事業について、研究委託先への現地調査及び納付の慫慂を
行う（２３年度において納付される総額については５００万円程度の達成を図
る）
・将来の欠損金のリスクの取り方の適切性

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－３８

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１４６～１４７
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評価事項
繰越欠損金について

（ＮＥＤＯ業績説明資料から転記）

以下のとおり、年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正化を実施。

昭和53年7月に7法人で通商産業関係特殊法人厚生年金基金（現・通産関係独立行政法人厚生年金基金。以下「基金」という。現
在9法人が加入。）を設立し、国の厚生年金の一部を代行するとともに、基金独自の年金を上乗せ給付しています。平成23年度
の年金資産については11社の金融機関（総幹事は中央三井アセット信託銀行/現・三井住友信託銀行）に運用を委託し、平成23
年度末日時点の基金全体の年金資産合計額（時価総額）は394.4億円でした。
　年金資産の管理・運用に関する基本方針については、財政運営・資産運用検討委員会での検討を経て、理事会及び代議員会に
付議して決定しています。また、第3者の中立機関であるR&I社（格付投資情報センター）による運用委託先の評価を行い、運用
実績が低調であった委託先は即座に解約する等、基金にて資産の組み換え及び委託先の変更を行いました。さらに、総幹事であ
る三井住友信託銀行への委託業務に関しては、月例報告以外にも適宜報告を受けながら、その都度適正に判断、指導を行ってい
ます。

コメント欄
（評価の理由・コメント、改善すべき点等を記入）

年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正化

総括資料（Ａ資料）での説明箇所：Ａ－４０

説明資料（Ｂ資料）での説明箇所：Ｂ－１５０
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