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独立行政法人△△△△△△ 平成２４年度業務実績評価（記載例） 

１．総合評価 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において中期計画を着実に達成） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：◆、２３年度：□ 

各事項の評定 各事項の評定から算定される総合評定 

サービスの質の向上①（３０％） 

サービスの質の向上②（２０％） 

サービスの質の向上③（１５％） 

業務運営の効率化（１５％） 

財務内容（１５％） 

その他（５％） 

Ｂ（３点） 
Ａ（４点） 
Ａ（４点） 
Ｂ（３点） 
Ｂ（３点） 
Ｂ（３点） 

３点×３０％＋４点×２０％＋４点×１５％＋３点×２０％ 

＋３点×２０％＋３点×５％＝３．３５点 
Ｂ 

総合評価のポイント 

○【総合評定がＡＡ、Ａ、Ｃ、Ｄの場合（すなわちＢ以外）、原因となった個別事項

の評定に係る説明を中心に総合評定理由を十分に記載する。特に総合評定がＣ、

Ｄの場合には、改善すべき方向性も必ず記載する。】 

※評価基準の改訂に伴い、今年度から評定結果にＢがつく場合は、「質･量の両面

において中期計画を着実に達成」した場合となりますのでご留意ください。 

○【過去（５年間）の評定結果と比較して、本年度の評定結果が優れていた点もし

くは劣っていた点を記載する。】 

○【平成 24年度が新中期目標の初年度だった法人については、新たな中期目標のポ

イントを整理した上で、簡潔に記載する。】 

○・・・ 

 

＜評価比率の考え方＞ 

○【算定式のウエイト（特に「サービスの質の向上」の配分と「その他」がある場

合には該当するウエイトを中心に）を法人の業務内容に照らして説明する。】 

○【今年度は、今般の評価比率の変更を踏まえた新たな配分の考え方を記載する。】 

○・・・ 

 

（注）各事項の評点はＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点の５段階。総合評価は、各項目の評点に評価比率を掛け合わせて合算して算

出し、5.0≧ＡＡ＞4.5≧Ａ＞3.5≧Ｂ＞2.5≧Ｃ＞1.5≧Ｄ＞1.0 としている。 

業務運営の効率化 

（15％） 

サービスの質 

（20％） 
② 

AA 
A 

B 
C 

D 

サービスの質 

（30％） 
① 

その他 

（5％） 

サービスの質③ 

（15％） 
財務内容 

（15％） 
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２－１．サービスの質の向上（△△△△） 

評定結果 
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：○、２３年度：□ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

○ ・・・ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．・・・ 

 

 

 

○【実施状況、中期計画・年度計画の達成状況等を把握し、その要因分析、それらを踏ま

えた評価結果及び理由、コメント・目標達成に向けた改善点等を十分に記載する。】 

○【特に、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月 7日閣議決

定）等の政府方針、政独委からの累次の指摘、勧告の方向性、二次評価の関心事項及び

意見、国会審議、会計検査、予算執行調査等において指摘がなされた事項について記載

する。】 

※政権交代により凍結された「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成

24 年１月閣議決定）等は、評価シート内で直接的に引用しないよう注意する。（ただ

し、当該閣議決定等を受けて実施した取組自体については評価すること。） 

○【目標を達成していない場合又は業務運営に当たって問題となる事象が発生している場

合には、その内容、発生要因の分析、法人の対応の適切性、それらを踏まえた評価結果

及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

○【法人に対する国民のニーズを踏まえた業務改善の取組状況、国民への情報発信・説明

責任を果たすための取組状況、職員の積極的な貢献を促す取組状況、それらを踏まえた

評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【監事監査報告書の提供を受けた上で、監事の出席を求め意見を聴取し、それらを踏ま

えた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【その他、業務改善等に係るコメント、過去の評価を踏まえた反映状況等を十分に記載

※ 
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する。】 

○必要に応じ図表等を挿入する。 

○・・・ 

 

※評価シート全体について、実績及び評価の記載に当たっては以下の点に留意すること。 

 

【実績について】 

○各評価事項について、実績（具体的なアウトプット、中期計画・年度計画の達成状況）

の把握と要因分析の結果を可能な限り定量的・具体的に記載すること。 

○実績の把握については、法人の取組状況に留まらず、成果・効果を明らかにすること。 

○要因の分析については、法人の取組と外部要因の関係を明らかにすること。また、過去

の実績と大きく変化している場合には、特にその要因を分析すること。 

 

【評価について】 

○法人の実績が、当省の政策目的の達成にどの程度寄与・貢献しているかという視点で、

適切な評価指標に基づき業績評価を行うこと。 

※「平成 23年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての

意見」（平成 25年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）を受けて、中期目標･中期

計画の達成度状況を把握するために適切な評価指標となっているか、評価指標の妥当

性を各分科会・部会においてあらかじめ議論した上で評価を行うこと。また、目標に

対して実績が乖離している場合、目標設定の適切性について評価を行うこと。 

○過去の実績と評価結果との整合性を確保し、的確な業績水準の判断を行うこと。 

○計画達成状況の把握に留まらず、法人の取組の効率性、生産性及びサービスの質の一層

の向上のために必要な取組について審議し、法人に対して更なる取組や改善を促すコメ

ント・評価を記載すること。 

○可能な限り客観的な情報・データに基づき評価を行うこととし、必要に応じて、法人に

対し、適切な指標の開発を行うこと及び客観的な情報・データを元に業務実績報告を行

うことを求めること。 

 

【今年度の重点事項について】 
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○「平成 24年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 25年５月 20日政策評価・独

立行政法人評価委員会）を踏まえ、「人材育成業務」又は「検査・試験・評価等業務」を

実施している場合には、重点的に評価を行うこと。 

２．・・・ ○【※】 

○・・・ 

３．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

○・・・ 
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２－２．サービスの質の向上（△△△△） 

評定結果 
Ａ（法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：○、２３年度：□ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

○・・・ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

２．・・・ ○【※】 

○・・・ 

３．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

○・・・ 
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２－３．サービスの質の向上（△△△△） 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において中期計画を着実に達成） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：○、２３年度：□ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

○・・・ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

２．・・・ ○【※】 

○・・・ 

３．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

○・・・ 
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３．業務運営の効率化 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において中期計画を着実に達成） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：◆、２３年度：□ 

評価のポイント 
○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

○・・・ 

 

＜総論＞ 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．・・・ 

【中期計画上の指標に基づき、法人が標準的に

達成すべき実績（ベンチマーク）をできるだけ

定量的に記載する。（以下、同様）】 

○【※】 

○・・・ 

２．・・・ ○【※】 

○・・・ 

Ｘ．内部統制【必須】 ○【※】 

○【内部統制の充実に係る取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善

点等を十分に記載する。】 

○【法人の長のマネジメントに係る取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由・コメン

ト、改善点等を記載する。】 

○【監事監査の取組状況、監事監査報告書の法人内での活用状況、それを踏まえた評価結

果及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

 

○「平成 24年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 25年５月 20日政策評価・独

立行政法人評価委員会）を踏まえ、「重要な課題（リスク）の把握・対応」について重点

的に評価を記載する。 
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 ※法人のミッションや業務特性を踏まえ、法人にとっての優先的に対応すべき「重要な

課題（リスク）」をどのように定義しているか、また、それをどのような組織体制で把

握しているか、その上で、どのような意思決定を経て対応しているかについて、現状

の対応状況を分析し、評価を行うこと。 

 

○「平成 23年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意

見」（平成 25年１月政策評価・独立行政法人評価委員会）において、各法人共通で、以

下の項目に言及すべきとされている。 

＜内部統制の充実・強化＞ 

 ○内部統制の充実・強化について、引き続き法人の長の取組について評価を行うとと

もに、監事監査結果の提供や監事からの意見聴取を受け評価に積極的に活用すること。 

 

※なお、「平成 21 年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等につ

いての意見」（平成 22年 12月政策評価・独立行政法人評価委員会）では以下の項目に

言及すべきとされている。本年度においても、引き続き評価を行い、結果を記載する

こと。 

＜法人の長のマネジメント＞ 

① リーダーシップを発揮できる環境整備 

② 法人のミッションの役職員への周知徹底 

③ 組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応等 

④ 内部統制の現状把握・課題対応計画の作成 

＜監事監査＞ 

① 法人の長のマネジメントに留意した監事監査の実施 

② 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

○・・・ 

 

 

Ｘ．業務・システムの最適化【必須】 ○【※】 

○【業務・システムの最適化のための取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由・コメ

ント、改善点等を十分に記載する。】 
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○・・・ 

Ｘ．業務改善のための役職員のイニシアティブ

等についての評価【該当があれば】 
○【法令や国等からの指示・要請に基づくもののほか、法人独自の取組状況、コメント、

改善点等を記載する。】 

○・・・ 

Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

○・・・ 
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＜入札・契約に関する事項＞  
 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．入札・契約の適正化【必須】 ○【※】 

○特に、下記項目について、取組状況、それを踏まえた評価結果及び理由、コメント・改善

点等を十分に記載する。 

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）

に基づき法人が行うこととされた点検及び見直し 

・公表の基準の整備状況・公表状況等の適切性・妥当性の検証 

・規程類の整備状況・公表状況等の適切性・妥当性の検証 

・審査体制の整備状況、契約の適正実施確保に向けた取組状況の適切性・妥当性 

・契約の競争性・透明性確保に向けた取組状況の適切性・妥当性の検証 

・関係法人との契約の適切性・妥当性の検証 

・監事や契約監視員会等の指摘事項 

○・・・ 

Ｘ．官民競争入札等の活用【必須】 ○【※】 

○【官民競争入札等の活用・検討状況、それを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善

点等を十分に記載する。】 

○・・・ 

Ｘ．公益法人等に対する支出の適正化【必須】 ○【※】 

○【公益法人等に対する支出について、「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」

（平成 24年 3月 23日行政改革実行本部決定）、「公益法人に対する支出の公表・点検の方

針について」（平成 24年６月１日行政改革実行本部決定）等で示された観点を踏まえた見

直しの取組状況、コメント、改善点等を記載する。】 

○・・・ 
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（参考１）契約に係る公表の基

準の整備及び実施状況 

○【基準の整備状況及びそれに基づく公表状況を十分に記載する。】 

○【国の基準等と差異がある場合には、差異の内容及びその理由・必要性、講じる措置等を十分に記載す

る。】 

○・・・ 

（参考２）契約に係る規程類の

整備・公表状況及び当該規程類

の適切性 

○【契約方式等、契約に係る規程類について、整備・運用・公表状況を十分に記載する。】 

○【国の基準等と差異がある場合には、差異の内容及びその理由・必要性、講じる措置等を十分に記載す

る。】 

○・・・ 
 

（参考３）契約の適正実施確保

のための取組状況 

○【契約の執行・審査体制の整備方針・整備状況、契約における一連のプロセス、外部審査体制の導入状

況、執行・審査間の関係、審査体制の実効性確保に向けた取組及び今後の見直し予定等を十分に記載す

る。】 

○【監事と内部・外部審査体制との連携、監事監査の取組状況を十分に記載する。】 

○【随意契約や一社応札の改善に向けた契約監視委員会の開催状況、それを踏まえた法人の取り組みを記

載する。】 

○・・・ 
 

（参考４）平成２４年度に締結

した契約の状況 

 

 
（単位：件、千円、％） 

  
平成 23 年度 平成 24 年度 

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率 

競争入札             

企画競争・公募     

  

    

  
随意契約         

合計         

随意契約の割合         

（※ 総務省調査と整合的な数値を記載） 
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○【「随意契約見直し計画」の進捗状況、計画の効果分析を十分に記載する。】 

○【随意契約の金額、件数、割合が前年度から増加している場合には、要因分析を十分に記載する。】 

○【随意契約先による再委託の状況及び理由、随意契約理由との関係、独法と随意契約先との継続的な関

係の有無、独法による承認等の手続の履践状況を十分に記載する。】 

○・・・ 

（件数ベース）  
 

応札(応募)者 

一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 

二者以上                     

一者                     

合計                     

一者の割合  %  % % % % % % % % % 

（※ 総務省調査と整合的な数値を記載） 

（金額ベース）  
 

応札(応募)者 

一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 

二者以上                     

一者                     

合計                     

一者の割合  %  % % % % % % % % % 

（※ 総務省調査と整合的な数値を記載） 

 

○【一者応札（応募）契約の割合が前年度から増加している場合には、要因分析を十分に記載する。】 

○【一者応札（応募）契約について、応札条件及び応札者の範囲拡大に向けた取組状況を十分に記載する。】 

○【一者応札（応募）契約の具体例を示し、要因分析や改善に向けた取組・検討状況等を十分に記載する。】 

○【一者応札契約先による再委託の状況及び理由、当該契約の一般競争入札導入事情、独法と契約先との

継続的な関係の有無、独法による承認等の手続の履践状況を十分に記載する。】 

○・・・ 

 

○【一般競争入札について、落札率が高い契約の状況（割合等）及びその要因分析、低減に向けた取組状
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況を十分に記載する。】 

○【落札率が高い契約の具体例を示し、要因分析や改善に向けた取組・検討状況等を十分に記載する。】 

○・・・ 

 

○【その他、必要に応じて、具体的な個々の契約について例示し、要因分析や改善に向けた取組状況等を

十分に記載する。】 

 

（参考５）随意契約によらざる

を得ない契約の内訳 

○【随意契約によらざるを得ない業務の主要例、金額、件数、及びその理由・必要性等を十分に記載する。】 

○・・・ 

（参考６）関係法人（特定関連

会社、関連会社及び関連公益法

人等）との契約の状況 

 

 

     
（単位：千円、％） 

区分 法人名称 総事業収入金額 
独立行政法人の発注等による収入金額（割合） 

競争入札 企画競争・公募 随意契約 

特定関連会社 

△△△△   △△△（○○％） △△△（○○％） △△△（○○％） 

・・・         

・・・         

・・・         

関連会社 

△△△△         

・・・         

・・・         

・・・         

関連公益法人等 

△△△△         

・・・         

・・・         
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・・・         

      
※「独立行政法人の発注等による収入金額（割合）」は、関係法人の総事業収入金額に占める独立行政法人との契約金

額（契約形態ごと）の割合を記載 

※詳細は、連結財務諸表の附属明細書を参照 
   

 

○【随意契約をしている場合は、その理由・必要性及び今後の予定等を十分に記載する。】 

○【随意契約の具体例を示し、要因分析や改善に向けた取組・検討状況等を十分に記載する。】 

○【特定の業務を独占的に受託している関連法人について、独法との関係、業務委託の理由・必要性を十

分に記載する。】 

○【形式上は競争入札になっていても、関係法人のみの入札で実質上競争性が確保されていない場合は、

その要因分析や改善に向けた取組・検討状況等を十分に記載する。】 

○・・・ 

（参考７）公益法人に対する支

出状況 

 

（単位：法人数、件数、千円） 

区分 
平成 23 年度 平成 24 年度 

法人数 件数 金額 法人数 件数 金額 

契約支出 
競争入札             

随意契約             

契約以外の支出             

合計             

 

※「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」（平成 24年 6月 1日行政改革実行本部決定）に基づき、公表され

る支出状況を記載 

（参考８）契約監視委員会の開

催状況 

＜委員＞ （平成 25 年３月 31 日時点） 

 

○○ ○○  公認会計士 

○○ ○○  ○○○○ 

○○ ○○  ○○機構監事 

 

＜平成 24 年度開催状況＞ 
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 平成○年○月○日 第○回 概要：～～～。 

 平成○年○月○日 第○回 概要：～～～。 
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＜役職員の給与等に関する事項＞ 

 

個々の評価事項について 
当該年度の評定がＢとなる基準 

平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

役職員の給与等の水準の適正化【必須】 ○【※】 

○【給与水準・給与水準が高い理由・講ずる措置の適切性・妥当性の検証、それを踏まえ

た評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。特に、財政支出規模が大

きい場合及び累積欠損金がある場合は、給与水準の適切性の検証を十分に記載する。】 

○【総人件費削減の取組の適切性の検証、それを踏まえた評価結果及び理由・コメント、

改善点等を十分に記載する。】 

○【レクリエーション経費・その他の法定外福利費・諸手当の適切性の検証、それらを踏

まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○・・・ 
（参考１）役員の報酬等の支給状

況 

 

（単位：千円） 

  報酬等総額 報酬（給与） 賞与 その他（内容） 

法人の長         

理事Ａ         

理事Ｂ 
    

理事Ｃ 
    

監事Ａ         

監事Ｂ（非常勤） 
    

     （参考）全独立行政法人平均（平成 23 年度実績） 

理事長 17,596 

  

理事 

（一人当たり） 
14,827 

監事 

（一人当たり） 
13,008 

     （参考） 国家公務員（行政職（一）及び指定職）モデル給与例 （平成 24 年人事院） 
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行政職（一）平均 5,944   

事務次官 20,439  

 

 

（参考２）役員報酬・人事への業

績反映の仕方 

○【役員報酬規程を引用して記載する。】 

○【「特殊法人等整理合理化計画」（平成 13年 12月 19日閣議決定）等に基づき、毎年度業務実績評価結

果を、報酬（役員給与・退職金の大幅カットを含む。）と役員人事（解任を含む。）への反映状況をそ

れぞれ記載する。反映させている場合には、反映状況を記載し、反映させていない場合には、その旨

を記載する。】 

※「報酬への反映状況の公表」は、給与等の水準の公表資料にも記載されているが、「人事への反映状

況の公表」が行われていないとの指摘を総務省から毎年度受けているため、反映状況の有無を当欄

に記載すること。 

○・・・ 
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（参考３）常勤役員の退職手当の

支給状況 

 

 

（参考４）常勤職員の給与の支給

状況 

 

 

 

（参考５）職員と国家公務員との

給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

 
＜事務・技術職員＞ 

 対国家公務員（行政職（一））   

 地域勘案   

 学歴勘案   

 地域・学歴勘案   

  ＜研究職員＞ 

 対国家公務員（研究職）   

 地域勘案   

 学歴勘案   

 地域・学歴勘案   

  （※）国の給与水準を 100 としたときの指数 

 

支給総額 法人での在職期間 業績勘案率 摘要
法人の長
理事Ａ
理事Ｂ
監事

（単位：千円、月）

総額 うち所定内
（うち通勤手当）

うち賞与

うち事務・技術

うち研究職種

（注）常勤職員には在外職員等は含まない。

常勤職員

年間平均給与額（千円）
人員（人） 平均年齢（歳）区分
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②国に比べて給与水準が高くなっ

ている定量的な理由 

○【ラスパイレス指数が 100以上の場合には、その理由及び講ずる措置を十分に記載する。】 

○【特に、地域年齢学歴勘案でのラスパイレス指数が 120以上の場合には、大臣レクすることを前提に、

給与水準が高くなっている要因を定量的に分析し、具体的な講ずる措置内容と、それにより達成す

る目標水準・時期を記載する】 

○・・・ 

（参考６）「行政改革の重要方針」

（平成１７年１２月２４日閣議決

定）等を踏まえた人件費改革の進

捗状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人件費削減方式を採用している。（記載例１） 

  
（単位：千円） 

実績 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

給与、報酬等 

支給総額 
●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● 

人件費 

削減率 
  △○％ △○％ △○％ △○％ △○％ △○％ △○％ 

         （※） 人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。 

（※） 人件費削減について、「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」（平成 18 年法律第

47 号）では「平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させ

る」、また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006について」（平成 18 年 7月 7日閣議決定）では「人件費

改革を 2011 年度まで継続する」とされている。 

 

○ 人員削減方式を採用している。（記載例２） 

  
（単位：人） 

実績 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

人員数 ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● 
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人員 

純減率 
  △○％ △○％ △○％ △○％ △○％ △○％ △○％ 

         （※） 人件費削減率は、平成 17 年度実績に対する削減率を示している。 

（※） 人件費削減について、「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」（平成 18 年法律第

47 号）では「平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させ

る」、また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006について」（平成 18 年 7月 7日閣議決定）では「人件費

改革を 2011 年度まで継続する」とされている。 
 

（参考７）役職員の給与決定に関

し特筆すべき事項 

○【法人で採用している特徴的な人事評価システム（工夫）等を記載する。】 

○・・・ 

（参考８）その他 ○【レクリエーション経費について、国との差異及び見直し状況を十分に記載する。】 

○【レクリエーション経費以外の法定外福利費について、国との差異及び見直し状況を十分に記載する。】 

○【その他の諸手当について、国との差異及び見直し状況を十分に記載する。】 

○・・・ 
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４．財務内容 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において中期計画を着実に達成） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：○、２３年度：□ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

○・・・ 

 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

２．・・・ ○【※】 

○・・・ 

Ｘ．欠損金、剰余金の適正化【必須】 ○【※】 

○【当期総利益（又は当期総損失）の発生要因、業務運営の適切性の検証、及びそれらを

踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【利益剰余金を計上している場合、発生要因、規模・業務運営の適切性の検証、及びそ

れらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。（特に、100

億円以上の利益剰余金を計上している場合）】 

○【繰越欠損金を計上している場合、発生要因、規模・業務運営の適切性の検証、解消計

画の妥当性・見直しの必要性の検証（計画が未策定の場合は、未策定の理由の妥当性の

検証）、解消に向けた取組状況、及びそれらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改

善点等を十分に記載する。（特に、100億円以上の繰越欠損金を計上している場合）】 

○【目的積立金の状況、未申請理由、及びそれらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、
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改善点等を十分に記載する。（特に、１億円以上の当期総利益を計上している場合）】 

○【いわゆる溜まり金の精査における、次のような運営費交付金債務と欠損金等との相殺

状況に着目した洗い出し状況、保有の必要性や規模の適正性、評価結果及び理由・コメ

ント、改善点等を記載する。 

ⅰ）運営費交付金以外の財源で手当すべき欠損金と運営費交付金債務が相殺されている

もの 

ⅱ）当期総利益が資産評価損等キャッシュフローを伴わない費用と相殺されているもの】 

○・・・ 

Ｘ．運営費交付金債務残高の適正化【必須】 ○【運営費交付金債務については、平成 24年度末での債務残高、平成 24年度運営費交付

金、運営費交付金に対する債務残高の割合（平成 24年度交付金債務残存率）を記載し、

発生要因を分析した上で、法人の運営費交付金執行計画の管理と業務運営について厳格

な評価を行う。評価結果及び理由・コメント、必要に応じての法人に改善を促すような

評価を記載する。】 

○・・・ 

Ｘ．保有資産の有効活用【必須】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【※】 

○【主な固定資産について、用途、種類、場所、帳簿金額、利用状況等を記載する。】 

○【実物資産について、保有の必要性や規模の適正性の観点からの見直し状況及び管理運

営の適切性に係る評価結果及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

○【金融資産について、保有の必要性や規模の適正性の観点からの見直し状況及び管理運

営の適切性に係る評価結果及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

○【知的財産等について、保有の必要性や規模の適正性の観点からの見直し状況及び管理

運営の適切性に係る評価結果及び理由・コメント、改善点等を記載する。】 

○【利用率が低い資産について、原因及びその妥当性、有効活用・処分等の取組状況、及

（単位：千円）
用途 種類 場所 帳簿金額 利用状況等

研修施設 土地 △△県△△市 ×××
利用率が５０％を下回っており、
売却処分に向けた手続きを進め
ている。

研修施設 建物 △△県△△市 ××× ・・・
職員宿舎 建物 △△県△△市 ××× ・・・
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びそれらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【減損又はその兆候、減損等の要因、法人の業務運営との関連分析、及びそれらを踏ま

えた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【金融資産の運用について、資金運用の実績、資金運用の基本的方針（具体的な投資行

動の意思決定主体、運用に係る主務大臣、法人、運用委託先間の責任分担の考え方等）

の整備状況、資産構成、運用実績の評価基準、法人の責任分析、及びそれらを踏まえた

評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月閣議決定）におい

て既に個別に措置を講ずべきとされた施設等以外の建物、土地等について、利用実態の

把握状況、利用実態を踏まえた保有の必要性等、評価結果及び理由・コメント、改善点

等を十分に記載する。】 

 

○・・・ 

Ｘ．職員宿舎等の見直し【該当があれば】 ○【職員宿舎については、「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成 24年 4月 3日行

政改革実行本部決定）及び「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」（平成

24 年 12 月 14 日公表）で示されている方針等を受けて、平成 24 年度の利用状況、見直

し計画等に基づく廃止・統合の状況、宿舎使用料の見直し等の取組を踏まえた評価結果

及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○「平成 24年度業務実績評価の具体的取組について」（平成 25年５月 20日政策評価・独

立行政法人評価委員会）を踏まえ、見直しの実施状況に加え、見直し実施計画で廃止等

の方針が明らかにされていない宿舎や職員の福利厚生を目的とした施設について、法人

の自主的な見直しや有効活用の状況を明らかにして評価を行う。 

○・・・ 

Ｘ．リスク管理債権の適正化【必須】  

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

【○○勘定】

　　△△貸付 ×××
（×××）

△×××
（△×××）

×××
（×××）

　　割賦売掛金
　　求償権
【○○勘定】
　　・・・
　　・・・

※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。

期末残高 摘要当期増減額区分 期首残高
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○【回収計画の策定状況、回収に向けた取組状況、回収計画の見直しの必要性の検証（当

該計画が未策定の場合は、未策定の理由の妥当性の検証）、及びそれらを踏まえた評価結

果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。（特に、貸借対照表計上額が 100

億円以上の場合）】 

○【リスク管理債権の金額や割合が増加している場合や計画と実績に差がある場合には、

その要因分析、及びそれらを踏まえた評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に

記載する。】 

○・・・ 

Ｘ．年金、基金、共済等の事業運営のための資

金運用の適正化【必須】 

○【年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用について、法人における運用委託先

の選定・管理・監督に関し、次の点を記載し、運用の適切性、評価結果及び理由・コメ

ント、改善点等を十分に記載する。 

①事業用金融資金の管理・運用に関する基本方針の策定状況及び委託先の選定・評価に

関する規程状況 

②運用委託先の評価の実績状況及び定期的見直しの状況 

③資金管理期間への委託業務に関する管理・監督状況】 

○・・・ 

Ｘ．その他【該当があれば】 ○【関連法人に対する出資等の規程の整備状況及びその内容（出資目的を達成した場合の

措置等の記載の有無等）の適切性の検証、出資先の経営状況分析、出資先への独法の指

導状況、出資目的の達成度及び継続の必要性の検証、及びそれらを踏まえた評価結果及

び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○【関連法人に対する貸付金について、貸付状況、必要性の検証、及びそれらを踏まえた

評価結果及び理由・コメント、改善点等を十分に記載する。】 

○・・・ 
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Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

○・・・ 
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＜貸借対照表（Ｂ／Ｓ）＞ 
【貸借対象表を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 
 

○【注釈すべき特殊要因等を記載する。】 

 

○【平成 24年度に交付された運営費交付金の未執行

率、未執行の理由、業務運営との関係分析を勘定

ごとに十分に記載する。（特に、平成 23 年度に交

付された運営費交付金の執行率が 90％以下の勘

定）】 

 

 

 

貸借対照表（Ｂ／Ｓ） H18.3.31現在 H17.3.31現在

　　流動資産 7,382 14,133
　　　　プログラム譲渡債権 1,477 2,773
　　　　その他 5,905 11,359
　　固定資産 43,485 36,980
　　　有形固定資産 663 1,177
　　　無形固定資産 804 965
　　　　ソフトウェア 803 965
　　　　その他 0 0
　　　投資その他の資産 42,017 34,836
　　　　関係会社株式 4,947 5,424
　　　　その他 37,070 29,412
　　資産合計 50,868 51,113

　　流動負債 3,806 3,377
　　　　運営費交付金債務 1,468 800
　　　　その他 2,337 2,577
　　固定負債 2,085 2,216
　　　　資産見返債務 428 547
　　　　その他 1,656 1,669
　　負債合計 5,891 5,594

　　資本金 84,130 84,123
　　資本剰余金 358 482
　　繰越欠損金 39,150 39,277
　　その他有価証券評価差額金 △362 189
　　資本合計 44,976 45,518

　　負債・資本合計 50,868 51,113

※単位未満を切り捨てており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合があります。

（単位：百万円）

H25.3.31現在 H24.3.31現在 
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＜損益計算書（Ｐ／Ｌ）＞ 
【損益計算書を挿入】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特筆すべき事項 
 

○【注釈すべき特殊要因等を記載する。】 

 

○【臨時損益の発生要因及び当期総損益への影響を

記載する。（特に、経常損益は赤字だが当期総損益

が黒字の場合には、経緯の分析等を十分に記載す

る。） 

 

 

 

損益計算書（Ｐ／Ｌ） H17.4.1～H18.3.31 H16.4.1～H17.3.31

　　業務費 6,993 6,736
　　　　プログラム開発普及等業務費 4,124 3,693
　　　　情報処理技術者試験業務費 2,335 2,618
　　　　情報セキュリティ評価・認証業務費 137 148
　　　　信用保証業務費 309 138
　　　　戦略的ソフトウェア開発業務費 81 112
　　　　特定プログラム開発承継業務費 5 24
　　　　地域事業出資業務費 － －
　　一般管理費 2,189 2,106
　　財務費用及び雑損 187 83
　　経常費用 9,369 8,927

　　運営費交付金収益 4,573 4,306
　　業務収入 4,161 4,311
　　資産見返収益 140 119
　　財務収益 439 347
　　雑益 54 46
　　経常収益 9,369 9,131
　　経常利益 0 204

　　臨時損失 346 51
　　臨時利益 262 310
　　税引前当期純利益（△損失） △84 463
　　法人税等 △13 79
　　過年度還付法人税等 226 －
　　当期純利益 127 383
　　当期総利益 127 383

※単位未満を切り捨てており、各欄の合計値と表示の合計が一致しない場合があります。

（単位：百万円）

H24.4.1～H25.3.31 H23.4.1～H24.3.31 
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５．その他 

評定結果 
Ｂ（質・量の両面において中期計画を着実に達成） 

１９年度：△、２０年度：×、２１年度：△、２２年度：○、２３年度：□ 

評価のポイント 

○【評価の全般的な概要及び重要なポイント等を十分に記載する。】 

○・・・ 

 

個々の評価事項について 

当該年度の評定がＢとなる基準 
平成２４年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由） 

１．・・・ 

 

 

 

○【※】 

○・・・ 

２．・・・ ○【※】 

○・・・ 

Ｘ．中期目標期間終了時における組織・業務全

般の見直しに向けた考察等【該当があれば】 

○【実績・評価等を踏まえ、業務の必要性及び当該業務の見直しの方向性(拡充・縮小・廃

止等)、業務運営体制の見直しの方向性等に踏み込んだ考察・コメント等があれば記載す

る。】 

○・・・ 

 


