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独立行政法人△△△△△△ 平成２５年度業務実績評価（案）（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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：◆、２４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簡潔に記載する。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。 

○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

は劣っていた点を簡潔に記載する。 

○平成 25 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。 

○評価比率の変更を行った場合は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 

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％）

C 
D

B 
A
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参考資料２ 
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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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：○、２４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簡潔に記載する。 

○ ・・・ 

１．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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。 

○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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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○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。 

【全体方針について】 

○従来、政独委による二次評価が「評価シートに記載があるか否か。」を重視して評価を行う傾向にあったため、評価シートに記載できるも

のは極力記載することで評価シートのページ数を膨大なものとしてしまい、逆に評価のポイントが不明瞭となってしまっていた。昨年の

二次評価から上記傾向が薄れていることを踏まえ、法人の中期目標や中期計画に対応した事項について、ポイントを絞って評価シートに

記載することを基本方針とする。 

 （Ｂ評価で着実に目標を達成している場合は特に簡潔に実績と評価のコメントを記載する。ただし、記載すべき特段のコメント等あれば、

記載することは妨げない。） 

○今年度からペーパーレスで審議会を開催することを踏まえ、タブレット端末でも見やすい資料となっているか留意する。 

○評価に必要な情報であっても参考的な情報については、フォントサイズを小さくして（１０ポイント）記載するなど、メリハリをつけた

資料づくりを心がける。 

 

【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。また、専門的業務についてはその業務に詳しくない者が見ても成果が分かるよう、参考となる比較指標等を記載す

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
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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】 

○人材育成業務を行う法人（INPIT、産総研、NEDO、IPA、中小機構）と検査・試験･評価等業務を行う法人（産総研、NITE、IPA）の評価に

当たっては、「平成 24 年度における経済産業省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果について」（平成 25 年政策評価･独立行

政法人評価委員会）の内容を踏まえること。 

 

２．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

３．・・・ 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

Ｘ．その他【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。 

○中期目標・中期計画等に記載はないが、評価すべき取組等あればそれに対する評価･考察･コメント等と共に記載する。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：○、２４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簡潔に記載する。 

○・・・ 

１．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

２．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的なも

のについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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３．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

Ｘ．その他【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。 

○中期目標・中期計画等に記載はないが、評価すべき取組等あればそれに対する評価･考察･コメント等と共に記載する。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：○、２４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簡潔に記載する。 

○・・・ 

１．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

２．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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３．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

Ｘ．その他【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。 

○中期目標・中期計画等に記載はないが、評価すべき取組等あればそれに対する評価･考察･コメント等と共に記載する。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：◆、２４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簡潔に記載する。 

○・・・ 

 

＜総論＞ 

１．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

２．・・・ 

 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】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） 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

Ｘ．内部統制【必須】 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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 12 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＞ 

 ○組織全体によるリスクの洗い出しや監事監査結果等を活用した法人全体のリスク把握の取組について評価するとともに、リスク把握

の結果、どのようなリスクが優先的に対応すべきリスクとされ、これらのリスクに対しどのように対応したかを含めて評価を行うこと

が望ましい。 

 

（参考）「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。 

＜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 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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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】 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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、改善点等を記載する。 

○・・・ 

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．その他【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。 

○中期目標・中期計画等に記載はないが、評価すべき取組等あればそれに対する評価･考察･コメント等と共に記載する。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的なも

のについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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＜契約･役職員の給与等に関する事項＞  
 

１．入札・契約の適正化【必須】 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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・改善点等を簡潔に記載する。 

・「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】 

 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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、改善点等を簡潔に記載する。 

○・・・ 

Ｘ．公益法人等に対する支出の適正化【必須】 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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、改善点等を簡潔に記載する。 

○・・・ 

 

（参考）契約監視委員会の開催状況 
＜委員＞ （平成 26 年３月 31 日時点） 

 

○○ ○○  公認会計士 

○○ ○○  ○○○○ 

○○ ○○  ○○機構監事 

 

＜平成 25 年度開催状況＞ 

 

 平成○年○月○日 第○回 概要：～～～。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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 平成○年○月○日 第○回 概要：～～～。 
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２．役職員の給与等の水準の適正化【必須】 
 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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記載する。 

○総人件費、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

善点等を記載する。 

○（参考）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   

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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（※）国の給与水準を 100 としたときの指数 

 

 
（参考１）役員の報酬等の支給状況 

※公表を行っているＨＰのＵＲＬのみ記載。 

 

（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。 

○・・・ 

（参考３）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。 

○・・・ 
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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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：○、２４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簡潔に記載する。 

○・・・ 

 

１．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

２．・・・ 

 

 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】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） 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

Ｘ．欠損金、剰余金の適正化【必須】 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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

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、改善点等を記載する。（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 

○・・・ 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。 
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Ｘ．運営費交付金債務残高の適正化【必須】 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○運営費交付金債務については、平成 25 年度末での債務残高、平成 25 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 25

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、必要に応じて法人に改善を促すような評価を記載する。 

○「平成 24 年度における経済産業省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果について」（平成 25 年政策評価･独立行政法人評価

委員会）で指摘されているとおり、平成 25 年度分だけでなく、過去の年度に交付された分についても、未執行となっている理由及び

資金の保有の必要性について評価を行う。評価結果及び理由・コメント、必要に応じて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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 ××× ・・・

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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、改善点等を記載する。 

 

○・・・ 

Ｘ．職員宿舎等の見直し【該当があれば】 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。 
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【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○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 25 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 年度における経済産業省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果について」（平成 25 年政策評価･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

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

【※】 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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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．関連法人について【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。 

○・・・ 

Ｘ．その他【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。 

○中期目標・中期計画等に記載はないが、評価すべき取組等あればそれに対する評価･考察･コメント等と共に記載する。 

 



 

24

＜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 25 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 24 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）

H26.3.31 現在 H25.3.31 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）

H25.4.1～H26.3.31 H24.4.1～H25.3.31 
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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） 

２０年度：△、２１年度：×、２２年度：△、２３年度：○、２４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簡潔に記載する。 

○・・・ 

 

１．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

○・・・ 

 

２．・・・ 

 

 

【平成２５年度の実績及び評価（評定がＢとなる基準と異なる理由）】 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 

【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】 

○個々の評価事項について当該年度の評定がＢとなる基準について記載。 

（平成 25 年度計画Ｐ○）・・・ 

 ※上記基準に関連する中期目標、中期計画、年度計画等の該当部分を抜き出して記載。該当部分が複数箇所に渡る場合には代表的な

ものについてのみ抜き出して記載し、残りは該当する目標等の名称と該当ページ数のみを記載。 
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○・・・ 

 

Ｘ．その他【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。 

○中期目標・中期計画等に記載はないが、評価すべき取組等あればそれに対する評価･考察･コメント等と共に記載する。 

 


