
【経済産業省】 

 
 

・弁理士試験業務 
（直接行政サービス事業：直接型） 

 
・製品安全事業 
（直接行政サービス事業：間接型） 

 
・高圧エネルギーガス設備の 
       耐震補強支援事業 

（資源配分事業：間接型） 
 



個別事業のフルコスト情報の開示について 
 
 

１．目的 
 ○ 政策別コスト情報は、省庁の政策ごとのコストを表示したセグメント情報であり、

人件費や事務費を含むフルコストで特定の政策に係る費用を一覧できることにより、

①コストの経年変化や他事業との比較分析が可能となり、②行政活動に関する国民の

理解の促進が図れること等を目的として作成・公表しておりますが、その一方で、政

策別コスト情報には一つの政策単位に複数の事業が含まれており、コストの集計単位

が大きいためにフルコストの分析が難しいといった課題があります。 
 
○ 財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会に設置した「財務書類等の一層

の活用に向けたワーキンググループ」での議論をとりまとめ、平成 27 年 4 月 30 日に

公表した「財務書類等の一層の活用に向けて（報告書）」では、「フルコスト情報の把

握」をあげております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 今回「政策別コスト情報の改善」の取組として、試行的に代表的な個別事業につい

てのフルコストを算定し、公表することとしました。 
 
○ この取組により、以下のような効果があると考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 経済産業省の省庁別財務書類や政策別コスト情報の参考情報として、個別事業のフ

ルコスト情報を国民の皆様に開示することにより、国民の皆様に総務省の政策に関す

る理解を深めていただくとともに、経済産業省職員のコスト意識を向上させ、より効

率的・効果的な事業の執行に努めてまいります。 

① 個別事業ごとに要する人件費や事務費に加え、減価償却費や退職給付引当金繰入

額といった現金収支を伴わないコストを含むフルコストが明らかになる。 
② 国から交付された資金が最終的に国民に行き渡るまでにどのようなコストがど

のくらい発生しているのかが把握できるようになる。 
③ 利用者 1 人当たりなどの「単位当たりコスト」を算出することにより、事業のボ

リュームを把握できるとともに、事業の効率性の分析が可能となる。 

参考情報 

「財務書類等の一層の活用に向けて（報告書）」（抜粋） 
第２ 活用の方向性 
（３）行政活動の効率化・適正化のための活用 

インフラ資産台帳の整備やフルコスト情報の把握・活用により、行政活動の効率化・適正

化が可能となるのではないか。 
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２．フルコスト情報の見方 
（１）事業・業務の概要 
   この事業・業務がどのような内容なのか、誰のためにどのように役立つのか簡潔に

記載しています。 
 
（２）単位当たりコスト 
   フルコスト・中間コスト（間接経費）をその行政サービスを利用した利用者数など

で割って算出しています。事業の大まかなボリュームを把握するための指標となりま

す。 
 
（３）事業・業務に係る中間コスト（間接経費） 
   国から交付された資金が最終的に国民に行き渡るまでにかかったコストの総額を示

しています。 
 
（４）現金の給付額（発生主義ベース） 
   国から交付された現金の総額を示しています。 
 
（５）自己収入（フルコストのみ） 
   当該事業の実施に伴って発生するコストの財源として、税以外で直接受け入れた収

入を示しています。 
 
（６）フルコスト・中間コスト（間接経費） 単位当たりコストの推移 
   フルコスト・中間コスト（間接経費）の金額及び単位当たりコストの 3 年間の推移 

を表しています。 
 
（７）フルコスト・中間コスト（間接経費）の性質別割合 
   フルコスト・中間コスト（間接経費）の総額におけるコストの内容の割合について 

表したものです。 
   当該事業においてどのようなコストの割合が多いのか明らかになります。 
 
（８）財務分析 
   27 年度における当該事業に係る取組について財務情報を使って説明します。 
 
（９）単位当たりコスト分析 
   単位当たりコストが増減した要因を分析して説明します。 
 
（10）間接コスト率（中間コスト（間接経費）のみ） 
   国から交付された資金の総額に対して、その資金を交付するのにかかったコスト総

額の割合です。 
 
（11）自己収入比率 
   フルコスト等算定事業のコストに対して、税以外で直接受け入れた収入の割合です。 
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政策：1  経済産業、官房経費等

弁理士試験業務

○業務の概要

21,042 円

9,057 円

112 百万円

64 百万円

○フルコスト・単位当たりコストの推移    ○フルコストの性質別割合

２．単位当たりコスト分析

１．財務分析

　平成27年度の弁理士試験業務におけるフルコストの総額は112百万円となっています。性質別割合は、「人にかかるコスト」が30.4％、「物にかかるコ
スト」が15.2％、「庁舎等（減価償却費）」が0.9％、「事業コスト」が54.5％となっており、「事業コスト」の割合が高い傾向にあります。
　平成27年度のフルコストは、対前年度と比較して約12百万円減少しておりますが、この主な要因は当業務に主に従事していると整理できる定員数が
減少したことにより「人にかかるコスト」の「人件費」が減少したためです。

　弁理士試験志願者１人あたりのコストは、対前年度と比較すると898円増加しております。
  弁理士試験業務におけるフルコストは、試験作成に係る事業費が概ね固定的である一方で、自己収入は弁理士試験志願者により変動的であり、弁
理士試験志願者数の低下がフルコスト増の主な原因となっていると考えられます。

弁理士試験業務にかかるフルコスト

弁理士試験業務にかかる自己収入

志願者１人当たりコスト
【フルコスト 　÷　志願者数】

（参考）志願者１人当たりコスト
【（フルコストー自己収入） 　÷　志願者数】

　弁理士試験は、弁理士になろうとする者が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式、論文式
筆記及び口述により試験を行うものである。また、弁理士試験は工業所有権審議会が行うこととされ、同審議会の下部組織である弁理士審査分科会
試験部会において、試験問題の作成、採点等が行われている。
　弁理士試験業務は、試験部会の事務局として、部会の運営を行うとともに受験願書の受付及び短答式、論文式筆記試験等の実施に係わる事務を行
うものである。

－％（当該業務のフルコスト合計／政策区分にかかる合計）

（注）構成比は、フルコストの明細に表示されている計数を用いて計算し、小数点第2位を四捨五入して表示している

ため、合計が100％とならない場合があります。

弁理士試験スケジュール（H27）

受験願書受付

短答式筆記試験

合格発表(短答式)

論文式筆記試験

(必須科目・選択科目)

合格発表(論文式)

口述試験

最終合格発表

実務修習の受講･修了

弁理士登録

6/15

5/24

3/27～4/10

必須 7/5
選択7/26

9/30

10月下旬

11/12

(試験科目）

・工業所有権に関する法令

・工業所有権に関する条約
・著作権法

・不正競争防止法

(試験科目）

・工業所有権に関する法令（必須科目）

・技術又は法律科目の中から１科目
（選択科目）

(試験科目）

・工業所有権に関する法令

(※カメラ機能使用のため、枠線外へのグラフの移動はできません。)

30.7%

33.6%

30.4%

15.7%

14.4%

15.2%

0.8%

0.8%

0.9%

52.8%

51.2%

54.5%

25年度

26年度

27年度

人にかかるコスト 物にかかるコスト 減価償却費 事業コスト

127 125 112
90

74 64

7,528
6,216 5,340

16,811

20,144 21,042

4,856

8,239
9,057
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25年度 26年度 27年度

フルコスト

自己収入

単位：志願者数

志願者数当たりコスト

【参考】

志願者数当たりコスト

（フルコスト－自己収入）

（単位：フルコスト（百万円）

単位（志願者数））

（単位：志願者当たりコスト（円））
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フルコストの明細

(単位：百万円）

Ⅰ 人にかかるコスト（人員数：4人） 人にかかるコスト（人員数：4人） 人にかかるコスト（人員数：3人）

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

 人件費 35 90.7%  人件費 37         87.3%  人件費 29         85.6%

 賞与引当金繰入額 3           7.8%  賞与引当金繰入額 3           7.1%  賞与引当金繰入額 2           5.9%

 退職給付引当金繰入額 1           2.6%  退職給付引当金繰入額 2           4.7%  退職給付引当金繰入額 3           8.9%

Ⅱ ①物にかかるコスト ①物にかかるコスト ①物にかかるコスト

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

 庁費等
（主な費目：庁費・土地建物借料・
　　　　　　　 施設整備費）

5           25.1%
 庁費等
（主な費目：庁費・土地建物借料・
　　　　　　　 施設整備費）

6           33.7%
 庁費等
（主な費目：庁費・土地建物借料・
　　　　　　　 施設整備費）

4           23.6%

 委託費 5           25.1%  委託費 6           33.7%  委託費 5           29.5%

 減価償却費
（主な内容：ソフトウェア・物品）

4           20.1%
 減価償却費
（主な内容：ソフトウェア・物品）

4           22.5%
 減価償却費
（主な内容：ソフトウェア・物品）

5           29.5%

資産処分損益 4           20.1% その他 2           10.2% その他 3           17.4%

その他 2           9.5% -           0.0% -           0.0%

②庁舎等（減価償却費） ②庁舎等（減価償却費） ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト 事業コスト 事業コスト

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

 庁費等（主な費目：庁費） 48         71.6%  庁費等（主な費目：庁費） 46         71.9%  庁費等（主な費目：庁費） 46         75.4%

その他の経費（主な費目：諸謝金） 16         23.9% その他の経費（主な費目：諸謝金） 13         20.3% その他の経費（主な費目：諸謝金） 11         18.0%

その他 3           4.5% その他 5           7.8% その他 4           6.6%

(単位：百万円）

①フルコスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

フルコスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

フルコスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

○自己収入
(単位：百万円）

②自己収入 自己収入 自己収入

（主な内訳) 金額 構成比 （主な内訳) 金額 構成比 （主な内訳) 金額 構成比

試験料（受験料） 90 100.0% 試験料（受験料） 74 100.0% 試験料（受験料） 64 100.0%

自己収入比率（②÷①） 自己収入比率（②÷①） 自己収入比率（②÷①）

（単位：人）

③単位：志願者数 単位：志願者数 単位：志願者数

（単位：円）

志願者数当たりコスト
（① ÷ ③）

志願者数当たりコスト
（① ÷ ③）

志願者数当たりコスト
（① ÷ ③）

（単位：円）

(参考)志願者当たりコスト
 （(① - ②) ÷ ③）

(参考)志願者当たりコスト
 （(① - ②) ÷ ③）

(参考)志願者当たりコスト
 （(① - ②) ÷ ③）

67                     64                     

90                     

61                     

25年度 26年度 27年度

74                     64                     

127                   125                   112                   

（注１）物にかかるコストの（主な費目）は、当該コストの主な費目について金額の多い順に表しており、当初予算ベースで整理したものを参考として掲記しています。

26年度 27年度

1                      1                      1                      

39                     42                     

17                     

25年度

34                     

18                     20                     

4,856                 8,239                 9,057                 

16,811               

56.96％59.1％71.12％

20,144               21,042               

7,528                 6,216                 5,340                 
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・願書の受付 ・試験問題の作成

・試験（短答式・論文）の採点

・試験（短答式筆記・論文式筆記・口述）の実施

・合格発表

・実務修習の実施 指定修習機関（日本弁理士会）
実　施

・弁理士登録

工業所有権審議会
弁理士審査分科会試験部会

【弁理士試験スケジュール】

弁理士試験業務に係る業務の流れ

【業務の流れ】

国（特許庁（事務局）） 運営

受験願書受付

短答式筆記試験

合格発表

論文式筆記試験

口述試験

最終合格発表

実務修習の受講・修了

弁理士登録

フルコスト合計
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政策：１　経済産業

○事業の概要

850,565 円

828,857 円

62 百万円

（注）NITE：独立行政法人製品評価技術基盤機構

○フルコスト・単位当たりコストの推移

２．単位当たりコスト分析

2,429

製品安全事業

１．財務分析

　製品安全事業は、平成２５年度２３．６億円、平成２６年度２７．３億円、平成２７年度は２４．２億円のコストとなっています。

　これは、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）において、年間約３千件の製品事故の調査等の製品安全事業を実施する上で必要となるコス
トです。
　なお、平成２６年度においては、製品事故原因究明の高度化や老朽化に対して必要な試験機器・設備等の更新及びＮＩＴＥ全体のシステム改修並び
に施設整備費増に伴う消費税納付のコスト負担により、平成２５年度、２７年度よりもコストが大きくなっています。

　ＮＩＴＥでは、経済産業大臣から法律に基づき指示のあった重大製品事故及びＮＩＴＥに通知・収集された非重大製品事故のすべてについて、製品事故
の原因究明調査を実施しており、平成２５年度４，２２６件、平成２６年度２，９５５件、平成２７年度２，８５６件の調査を行いました。
　製品安全事業のフルコストには、事故原因究明手法の新規開発、製造・輸入事業者への立入検査、事故再発防止のための消費者への啓発等、国
際調査など原因究明調査以外の事業コストも含まれています。
  また、製品事故原因究明調査については、軽微な事故だけでなく、近年の高度化された製品の解析や事故状況を再現するため長期間の試験を要す
る事故、特殊な分析機器による一部の分析を外注する事故など、事故により大きくコスト差が生じています。
　特に、近年の高度化された電気製品にあっては、その複雑な設計構造やソフトウエア制御がなされているため、その解析に長期の調査を要し、原因
究明用の類似品の購入費用も高いことから、高コストとなるケースも少なくない状況です。

　製品安全事業の調査件数あたりのフルコストは、平成２５年度５６万円、平成２６年度９２万円、平成２７年度は８５万円となります。
　平成２６年度は、製品事故原因究明の高度化や老朽化対策に必要な試験機器・設備等の更新や、ＮＩＴＥ全体のシステム改修等のコスト負担により、
単位当たりコストが増加したところ。平成２７年度は前年度に比べ、設備投資が減少し、また、調査を行う調査員が減少したことに伴う外部調査委託費
が減少したことにより、業務費用は減少した。他方で、事故情報の収集件数が減少したことで調査件数も減少したが、業務費用の減少率が調査件数の
減少率を上回ったことから、平成２７年度の単位当たりコストは前年度比で減少したものです。

製品安全事業にかかるフルコスト合計

製品安全事業にかかる自己収入

単位当たりコスト
【フルコスト 　÷　製品事故原因究明調査数】

（参考）単位当たりコスト
【（フルコストー自己収入） 　÷　製品事故原因究明調査数】

百万円

　製品安全事業では、消費生活用製品安全法等に基づき、製品事故に関する情報を調査し原因究明を行うとともに、事故の再発防止やリスクの低い
製品開発など、製品事故の未然防止に向けた情報提供を実施します。

（参考）0．8％（当該事業のフルコスト合計／政策区分にかかるコスト合計）

（事業・業務のイメージ写真又は図）

○フルコストの性質別割合

2,361

2,730

2,429

74 81 62

4,226

2,955
2,856

558,769

924,022

850,565

541,258

896,611

828,857

0
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0
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3,500

4,000
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H25発生コスト H26発生コスト H27発生コスト

フルコスト

自己収入

製品事故の原因

究明調査数

単位当たりコスト

（参考）

単位当たりコスト

（フルコスト

－ 自己収入）

（単位：単位当たりコスト（円））

（単位：フルコスト（百万円）

製品事故の原因究明調査数（件））

‐

‐

‐

64.1%

61.4%

62.4%

35.5%

38.5%

36.8%

0.4%

0.1%

0.8%

国

独立行政法人

国

独立行政法人

国

独立行政法人

人にかかるコスト 物にかかるコスト 事業コスト

人件費 人件費以外 その他

平成25年度

平成26年度

平成27年度

国

独法

（注１）製品安全事業は、国において当該事業に主に従事する定員がなく、複数の事業を担当する定員のみで業務を行っており、人にか

かるコスト等の算定が難しいため、「国におけるフルコスト」は「０」としています。

（注２）「人件費」には「業務費用（人件費）」と「引当外賞与見積額」を合算した金額の構成比を表示しています。

（注３）「人件費以外」には「業務費用（人件費以外）」と「損益外減価償却相当額」を合算した金額の構成比を表示しています。

（注４）構成比は、フルコストの明細に表示されている計数を用いて計算し、小数点第2位を四捨五入して表示しているため、合計が100％

とならない場合があります。
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フルコストの明細

○国におけるフルコスト (単位：百万円）

Ⅰ 人にかかるコスト（人員数：0人） 人にかかるコスト（人員数：0人） 人にかかるコスト（人員数：0人）

Ⅱ ①物にかかるコスト ①物にかかるコスト ①物にかかるコスト

②庁舎等（減価償却費） ②庁舎等（減価償却費） ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト 事業コスト 事業コスト

国におけるフルコスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

国におけるフルコスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

国におけるフルコスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

○独立行政法人製品評価技術基盤機構におけるフルコスト（行政サービス実施コスト計算書） (単位：百万円）

Ⅰ ①業務費用（人件費）（人員数：173人） ①業務費用（人件費）（人員数：172人） ①業務費用（人件費）（人員数：148人）

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

役員報酬・職員給与・職員賞与 1,039  69.6% 役員報酬・職員給与・職員賞与 1,188  71.0% 役員報酬・職員給与・職員賞与 1,021  67.3%

非常勤職員等人件費 300    20.1% 非常勤職員等人件費 296    17.7% 非常勤職員等人件費 248    16.3%

厚生費 153    10.2% 厚生費 174    10.4% 厚生費 152    10.0%

その他 1        0.1% その他 16      0.9% その他 96      6.3%

②引当外賞与見積額 ②引当外賞与見積額 ②引当外賞与見積額

Ⅱ ①業務費用（人件費以外） ①業務費用（人件費以外） ①業務費用（人件費以外）

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

減価償却費
（主な内容：建物・工具器具備品） 256    34.2%

減価償却費
（主な内容：建物・工具器具備品） 315    32.8%

減価償却費
（主な内容：建物・工具器具備品） 275    39.1%

修繕及び保守管理費 142    19.0% 修繕及び保守管理費 183    19.0% 修繕及び保守管理費 172    24.4%

外部委託費 120    16.1% 外部委託費 140    14.6% 消耗品費 73      10.4%

旅費交通費 55      7.3% 旅費交通費 71      7.4% 外部委託費 62      8.8%

消耗品費 51      6.9% 消耗品費 67      7.0% 旅費交通費 38      5.4%

水道光熱費 45      6.0% 水道光熱費 47      4.9% 水道光熱費 35      5.0%

その他 79      10.5% その他 138    14.3% その他 49      7.0%

②損益外減価償却相当額 ②損益外減価償却相当額 ②損益外減価償却相当額

Ⅲ （その他）損益外減損損失相当額 （その他）損益外減損損失相当額 （その他）損益外減損損失相当額

独立行政法人製品評価技術基盤機構
におけるフルコスト
合計（Ⅰ①+Ⅰ②+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

独立行政法人製品評価技術基盤機構
におけるフルコスト
合計（Ⅰ①+Ⅰ②+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

独立行政法人製品評価技術基盤機構
におけるフルコスト
合計（Ⅰ①+Ⅰ②+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

(単位：百万円）

① フルコスト合計 フルコスト合計 フルコスト合計

○自己収入（国及び独立行政法人） (単位：百万円）

② 自己収入（国+独立行政法人） 自己収入（国+独立行政法人） 自己収入（国+独立行政法人）

　 自己収入（国） 　 自己収入（国） 　 自己収入（国）

　 自己収入（独立行政法人） 　 自己収入（独立行政法人） 　 自己収入（独立行政法人）

（主な内訳) 金額 構成比 （主な内訳) 金額 構成比 （主な内訳) 金額 構成比

受託収入 72      97.3% 受託収入 74      91.4% 受託収入 59      95.2%

　その他 2        2.7% 　その他 7        8.6% 　その他 3        4.8%

○自己収入比率

全体（国＋独法）における自己収入比率
(②÷①）

全体（国＋独法）における自己収入比率
(②÷①）

全体（国＋独法）における自己収入比率
(②÷①）

   国における自己収入比率    国における自己収入比率    国における自己収入比率

   独法における自己収入比率    独法における自己収入比率    独法における自己収入比率

③ 単位：製品事故の原因究明調査数 単位：製品事故の原因究明調査数 単位：製品事故の原因究明調査数

単位当たりコスト（① ÷ ③） 単位当たりコスト（① ÷ ③） 単位当たりコスト（① ÷ ③）

(参考)単位当たりコスト
（(① - ②) ÷ ③）

(参考)単位当たりコスト
（(① - ②) ÷ ③）

(参考)単位当たりコスト
（(① - ②) ÷ ③）

-                  -                  

3.1% 3.4% 2.6%

541,258        896,611        828,857        

（単位：件）

（単位：円）

（単位：円）

558,769        924,022        850,565        

26年度 27年度

-                  -                  -                  

-                  -                  

-                  

25年度

-                  

-                  -                  

-                  -                  

74                

-                  

25年度 26年度 27年度
81                62                

-                  -                  -                  

25年度 26年度 27年度

1,673            1,517            

748              961              704              

1,493            

20                3                  -1                

91                91                189              

（注1）「業務費用（人件費）」は、業務費及び一般管理費における人件費を合算しています。
（注2）人にかかるコストの（人員数）は、「人にかかるコスト」等の算出に用いた「職員数」を参考として表示したものであり、本事業に実際に従事している「実員数」や「定員数」を表すものではありません。
（注3）「業務費用（人件費以外）」は、業務費及び一般管理費における人件費以外の費用を合算しています。

9                                    3                 20

2,361            2,730            2,429            

2,361            2,730            2,429            

4,226            2,955            2,856            

-                  -                  -                  

74                  81                  62                  

3.1% 3.4% 2.6%

-                  
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点線枠内がＮＩＴＥの業務

製品安全事業（ＮＩＴＥが実施している製品事故情報収集及び原因調査制度の概要）
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政策：5.エネルギー・環境(1)資源・燃料にかかるコストの状況

○事業の概要

1,224,650 円

27 百万円

516 百万円

  ○中間コスト（間接経費）の性質別割合

１．財務分析

２．単位当たりコスト分析

高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業

東日本大震災の被害を踏まえ、見直しを行った球形タンクに係る耐震基準への既存の高圧ガス設備の適合の促進、及び、今後より
大きな地震が発生する可能性も指摘されているため、保安上重要度の高い既存の設備について、耐震補強対策に取り組む場合に
要する費用の一部を支援します。これらの取組により、高圧エネルギーガス設備の耐震性の強化を図ります。

1件当たりコスト
【中間コスト（間接経費）　÷　補助件数】

高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業に係
る中間コスト（間接経費）

現金の給付額（発生主義ベース）

平成26年度補正（平成27年度実績）に係る本補助事業における中間コスト総額は、27百万円となっています。
このコストの内訳としては、人件費が17百万円、人件費以外の業務費用（主なものは、委員会費用、調査旅費）が10百万円で、間接
補助事業者の申請案件を厳格に審査し、検査を行うなど、適正に補助金を交付する上で必要な経費となっています。
平成27年度のコストが平成26年度のコスト（23百万円）より増加した主な理由は、平成27年度は補助事業件数の増により、審査等を
行う人員が平成26年度より増加したため、人件費が増となったことによるものです。

平成26年度の補助事業１件当たりのコストは1.16百万円で、平成27年度の補助事業１件当たりのコストは1.22百万円とわずかに増
加しています。
本補助金は、設備の耐震補強に係る設計から工事までを幅広く対象としており、その内容によって１件当たりの補助金額は大きく変
動します。平成27年度は平成26年度に比較して、補助金総額が1.6倍になっており、１件当たりの補助金額も1.5倍になったことことか
ら、審査に係る時間がわずかに増加し、その分の審査を行う職員の人件費が増となったことによるものです。

○中間コスト（間接経費）・単位当たりコストの推移

（参考）0.06％（当該事業の国における間接コスト合計／政策区分にかかるコスト合計）

69.6%

70.4%

30.4%

29.6%

国

独立行政法人

国

独立行政法人

国

独立行政法人

人にかかるコスト 物にかかるコスト 事業コスト

人件費 人件費以外

平成26年度

平成27年度

国

独法

平成25年度

（単位：1件当たりコスト（円））

0

23 27

322 

516 

20 22

1,158,824

1,224,650

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0

100

200

300

400

500

600

25年度 26年度 27年度

中間コスト

（間接経費）

現金の給付額

（発生主義ベース）

単位：補助件数

1件当たりコスト

（単位：中間コスト・現金の給付金（百万円）

補助件数（件））

（注１）高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業は、国において当該事業に主に従事する定員がなく、複

数の事業を担当する定員のみで業務を行っており、人にかかるコスト等の算定が難しいため、「国にお

ける中間コスト（間接経費）」は「０」としています。

（注２）「人件費」には「業務費用（人件費）」と「引当外賞与見積額」を合算した金額の構成比を表示しています。

（注３）「人件費以外」には「業務費用（人件費以外）」と「損益外減価償却相当額」を合算した金額の構成比を

表示しています。

（注４）構成比は、フルコストの明細に表示されている計数を用いて計算し、小数点第2位を四捨五入して表示

しているため、合計が100％とならない場合があります。

○高圧ガス設備の耐震補強の補助対象

例

【東日本大震災時に発生した大

規模火災の様子】

・球形タンクを支える脚部（ブレース）の耐震

補強

・最新の耐震基準に適合するための支柱又

は基 礎の耐震補強

9



○国における間接コスト (単位：百万円）

Ⅰ 人にかかるコスト（人員数：0人） 人にかかるコスト（人員数：0人） 人にかかるコスト（人員数：0人）

Ⅱ ①物にかかるコスト 物にかかるコスト 物にかかるコスト

②庁舎等（減価償却費） 庁舎等（減価償却費） 庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト 事業コスト 事業コスト

国における間接コスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

国における間接コスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

国における間接コスト合計
　（Ⅰ+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

○一般財団法人エンジニアリング協会にかかる間接コスト (単位：百万円）

Ⅰ ①業務費用（人件費）（人員数：0人） ①業務費用（人件費）（人員数：3人） ①業務費用（人件費）（人員数：3人）

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

-       - 職員給与・職員賞与 16      100.0% 職員給与・職員賞与 19      100.0%

②引当外賞与見積額 引当外賞与見積額 引当外賞与見積額

Ⅱ ①業務費用（人件費以外） ①業務費用（人件費以外） ①業務費用（人件費以外）

（主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比 （主な内訳） 金額 構成比

-       -        
その他業務費
（主な内容：旅費・外注費）

6 78.8%
その他業務費
（主な内容：旅費・外注費）

7 82.6%

-       -        
減価償却費
（主な内容：備品・研究設備・ソフトウェア）

1 21.2% 減価償却費 1 17.4%

-       -        その他 -       - その他 0 -

②損益外減価償却相当額 損益外減価償却相当額 損益外減価償却相当額

Ⅲ （その他）損益外減損損失相当額 （その他）損益外減損損失相当額 （その他）損益外減損損失相当額

一般財団法人エンジニアリング協会
におけるフルコスト
合計（Ⅰ①+Ⅰ②+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

一般財団法人エンジニアリング協会
におけるフルコスト
合計（Ⅰ①+Ⅰ②+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

一般財団法人エンジニアリング協会
におけるフルコスト
合計（Ⅰ①+Ⅰ②+Ⅱ①+Ⅱ②+Ⅲ）

①間接コスト合計 間接コスト合計 間接コスト合計

（注）平成25年度では、国における本事業の予算額は全額翌年度に繰越しとなっており、執行がなかったことから、中間コスト（間接経費）は「０」となっております。

②現金の給付額（発生主義ベース） 現金の給付額（発生主義ベース） 現金の給付額（発生主義ベース）

間接コスト率 （① ÷ ②） 間接コスト率 （① ÷ ②） 間接コスト率 （① ÷ ②）

○自己収入 (単位：百万円）

③自己収入（国+独立行政法人） 自己収入（国+独立行政法人） 自己収入（国+独立行政法人）

④単位：補助件数 単位：補助件数 単位：補助件数

1件当たりコスト（① ÷ ④） 1件当たりコスト（① ÷ ④） 1件当たりコスト（① ÷ ④）

27年度

-                

-                 

-                 

0.05％

27               23               -                 

516             322             -                 

27                    

-                

1,224,650      1,158,824      -                 

（単位：円）

-                 16               19               

-                 -                -                

-                 7                8

-                 -                -                

25年度

-                 -                -                

-                 -                -                

-                 

-                 -                -                

-                -                

-                      -                     -                     

23                    

（注１）人にかかるコストの（人員数）は、フルコスト等算定事業に「主に従事している職員」等の数として、人にかかるコストの算定上用いているもので、個別の事業単位の「定員数」や「実員数」を表すものではありません。
（注２）物にかかるコストの（主な費目）は、当該コストの主な費目について金額の多い順に表しており、当初予算ベースで整理したものを参考として掲記しています。

25年度 26年度 27年度

25年度 26年度

（注１）「業務費用（人件費）」は、業務費及び一般管理費における人件費を合算しています。
（注２）人にかかるコストの（人員数）は、フルコスト等算定事業に「主に従事している職員」等の数であり、人にかかるコストの算定上用いているもので、個別の事業単位の「定員数」や「実員数」を表すものではありません。
（注３）「業務費用（人件費以外）」は、業務費及び一般管理費における人件費以外の費用を合算しています。

22               20               -                 

（単位：件）

中間コスト（間接経費）の明細

（単位：百万円）

-                

-                 0.07％

-                -                 

26年度 27年度
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高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業に係る資金の流れ

国

（経済産業省）

（一財）エンジニアリング協会

民間事業者

【公募・補助】

【公募・補助】

最新の耐震基準への適合等に向けて耐震
補強対策を実施する民間事業者の公募・選
定、実施結果の報告・管理義務

最新の耐震基準への適合等に向けて耐震
補強対策を実施する民間事業者に資金を
補助

最新の耐震基準への適合等に向
けて耐震補強対策を実施

中間コスト（間接経費）
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【参考】フルコスト・中間コスト（間接経費）の算定方法について 
 各事業・業務に係るフルコスト・中間コスト（間接経費）の算定にあたっては、政策

別コスト情報を活用して算定しております。そのため、政策別コスト情報の共通費の配分

方法を踏まえて各コストの算定をしております。 
 
１．人にかかるコスト 

各事業・業務が属する政策区分全体（「弁理士試験業務」においては官房経費等を含む。）

の「人にかかるコスト」の金額を、各事業・業務に細分化するにあたっては、その事業・

業務に主に従事していると整理できる「定員数」によって細分化しております。 
 
２．物にかかるコスト 
  各事業・業務が属する政策区分全体（「弁理士試験業務」においては事業コストを除い

た官房経費等を含む。）の「物にかかるコスト」の金額を、各事業・業務に細分化するに

あたっては、その事業・業務に主に従事していると整理できる「定員数」によって細分

化しております。 
 
３．庁舎等（減価償却費） 

各事業・業務が属する政策区分全体（「弁理士試験業務」においては官房経費等を含む。）

の「庁舎等（減価償却費）」の金額を、各事業・業務に細分化するにあたっては、その事

業・業務に主に従事していると整理できる「定員数」によって細分化しております。 
 
４．事業コスト 
  各事業・業務に係る事業コストとして認識しているコストを計上しております。 
 
５．現金の給付額（発生主義ベース） 
  国から交付された資金が最終的に国民等へ行き渡った金額を「発生主義ベース」で計

上しております。 
 
６．自己収入 
  各事業・業務の実施に伴って発生するコストの財源として、税以外で直接受け入れた

収入を計上しております。 
 
７．【製品安全事業】独立行政法人製品評価技術基盤機構におけるフルコストの算定方法 
「製品安全事業」では、独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じて行政サービスを実

施していることから、機構において事業を実施するにあたって発生したコストについて計

上しております。 
事業を実施するにあたって発生したコストについては、同機構における財務諸表のセグ

メント情報を活用して算定しております。 
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８．【高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業】一般財団法人エンジニアリング協会に 
おける中間コスト（間接経費）の算定方法 
「高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業」では、一般財団法人エンジニアリング

協会を通じて行政サービスを実施していることから、協会において事業を実施するにあた

って発生したコストについて計上しております。 
 事業を実施するにあたって発生したコストについては、同協会における「行政サービス

実施コスト計算書」を活用して算定を行っております。 
 
 
 
弁理士試験業務等についての問い合わせ先 
経済産業省大臣官房会計課 TEL 03-3501-1511（内線：2238） 
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