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貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
平成27年    
     3月31日

平成28年    
     3月31日

平成27年    
     3月31日

平成28年    
     3月31日

( ( ( (
) ) ) )

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

未収金 未払金791 788 45 42

前払費用 前受収益1 1 11 13

貸付金 賞与引当金190,211 180,246 3,048 3,102

その他の債権等 退職給付引当金137 51 82,670 82,979

貸倒引当金 他会計繰戻未済金△ 120 △ 100 45,900 45,900

有形固定資産 その他の債務等170,457 177,421 900 287

国有財産（公共用
財産を除く）

151,113 155,186

土地 140,149 145,293

立木竹 50 18

建物 9,047 8,220

工作物 1,378 1,185

建設仮勘定 487 469

物品 負 債 合 計19,344 22,234 132,577 132,325

無形固定資産 ＜資産・負債差額の部＞1,643 1,645

出資金 資産・負債差額2,187,751 2,126,905 2,418,297 2,354,635

負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計資 産 合 計 2,550,875 2,486,961 2,550,875 2,486,961
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業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
(自 平成26年 4月 1日) (自 平成27年 4月 1日)
(至 平成27年 3月31日) (至 平成28年 3月31日)

人件費 48,384 49,383

賞与引当金繰入額 3,048 3,102

退職給付引当金繰入額 1,081 8,355

補助金等 235,873 280,680

委託費 72,980 42,587

分担金 470 529

拠出金 2,148 4,606

補給金 18,153 19,671

独立行政法人運営費交付金 140,895 152,894

国有資産所在市町村交付金 42 42

エネルギー対策特別会計への繰入 972,140 650,840

貿易再保険特別会計への繰入 1,600 1,600

特許特別会計への繰入 17 17

庁費等 14,675 13,039

その他の経費 3,504 3,541

減価償却費 11,813 11,635

貸倒引当金繰入額 87 151

資産処分損益 2,197 5,071

本年度業務費用合計 1,529,114 1,247,751
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資産・負債差額増減計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 平成26年 4月 1日) (自 平成27年 4月 1日)
(至 平成27年 3月31日) (至 平成28年 3月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 2,218,918 2,418,297

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 1,529,114 △ 1,247,751

Ⅲ　財源 1,569,395 1,225,429

　　主管の財源 99,509 168,167

　　配賦財源 1,469,886 1,057,261

Ⅳ　無償所管換等 △ 20,309 12,604

Ⅴ　資産評価差額 179,406 △ 53,944

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 2,418,297 2,354,635
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区分別収支計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 平成26年 4月 1日) (自 平成27年 4月 1日)
(至 平成27年 3月31日) (至 平成28年 3月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

主管の収納済歳入額 107,377 176,991

配賦財源 1,469,886 1,057,261

財源合計 1,577,263 1,234,252

２　業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 58,635 △ 60,458

補助金等 △ 235,873 △ 280,680

委託費 △ 72,980 △ 42,587

分担金 △ 470 △ 529

拠出金 △ 2,148 △ 4,606

補給金 △ 18,153 △ 19,671

独立行政法人運営費交付金 △ 140,895 △ 152,894

国有資産所在市町村交付金 △ 42 △ 42

エネルギー対策特別会計への繰入 △ 972,140 △ 650,840

貿易再保険特別会計への繰入 △ 1,600 △ 1,600

特許特別会計への繰入 △ 17 △ 17

出資による支出 △ 55,900 △ 3,100

庁費等の支出 △ 14,351 △ 13,044

その他の支出 △ 3,504 △ 3,541

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 1,576,713 △ 1,233,614

(2)施設整備支出

立木竹に係る支出 △ 28 △ 3

建物に係る支出 △ 133 △ 95

工作物に係る支出 △ 15 △ 69

建設仮勘定に係る支出 △ 371 △ 469

施設整備支出合計 △ 549 △ 638

業務支出合計 △ 1,577,263 △ 1,234,252

業務収支 - -

Ⅱ　財務収支

財務収支 - -

本年度収支 - -

翌年度歳入繰入 - -
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本年度末現金・預金残高 - -
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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ

く定率法（平成 19年 4月 1日以後に新築した建物は定額法）によっている。なお、残存価額まで到達

している国有財産（公共用財産を除く）については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5年間で備

忘価額 1円まで均等償却を行っている。 

物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に

基づく、残存価額を取得原価の 10％とした定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物

品については、耐用年数を経過した翌会計年度から5年間で備忘価格1円まで均等償却を行っている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、取得に要した費用を資産価額とし、利用可能期間（5年）に基づく定額

法によっている。 

特許権等については、国有財産台帳上資産取得時に取得価額をゼロと計上し、その後、価格改定時

には減価償却計算を考慮せず評価額が決定されていることから、償却計算を行わず、国有財産台帳価

格で計上している。 

(2) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

(3) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

一般債権については、貸付金等の残高に、過去 3 年間の貸倒実績率（過去 3 年間の債権平均残高に

対する過去 3年間の不納欠損の年間平均額の割合）を乗じた額を計上している。 

履行期限到来等債権等の特定の債権については、個別の債権ごとの回収可能性を勘案した回収不能

見込額を計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34年 10月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金については、「遺族補償年金

に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 

(4) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 
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②  退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 

・平均給与上昇率 ： 2.9% 

（平成 26年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率から算出） 

・割  引  率 ： 4.2% 

（平成 26年財政検証で用いられている長期的な運用利回りから算出） 

 

２ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

 

（単位：百万円）
訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要

国家賠償請求訴訟
16

平成27年（ワ）第32189号 性同一性障害の職員が女性トイレの使用に関する不当な取
扱い等を受けたとして、国に対して慰謝料等の支払いを求
めるもの

新潟水俣病第3次訴訟 新潟地方裁判所
第1陣提訴 48 平成19年（ワ）第279号
第2陣提訴 12 平成19年（ワ）第752号
第3陣提訴 24 平成20年（ワ）第944号
第4陣提訴 12 平成22年（ワ）第978号
第5陣提訴 36 平成24年（ワ）第85号

水俣病不知火患者会2次訴訟
第1陣提訴 216 平成25年（ワ）第554号
第2陣提訴 594 平成25年（ワ）第867号
第3陣提訴 652 平成25年（ワ）第1172号
第4陣提訴 472 平成26年（ワ）第272号
第5陣提訴 517 平成26年（ワ）第603号
第6陣提訴 292 平成26年（ワ）第807号
第7陣提訴 594 平成27年（ワ）第65号
第8陣提訴 1,165 平成27年（ワ）第373号
第9陣提訴 697 平成27年（ワ）第824号

水俣病不知火患者会2次訴訟
（東京訴訟）    第1陣提訴 81 平成26年（ワ）第20856号

第2陣提訴 63 平成27年（ワ）第3044号
第3陣提訴 72 平成27年（ワ）第13325号
第4陣提訴 85 平成27年（ワ）第26920号

水俣病不知火患者会2次訴訟
（近畿訴訟）    第1陣提訴 85 平成26年（ワ）第9280号

第2陣提訴 81 平成27年（ワ）第3117号
第3陣提訴 72 平成27年（ワ）第8569号
第4陣提訴 139 平成27年（ワ）第12836号

新潟水俣病第5次訴訟
第1陣提訴 193 平成25年（ワ）第612号
第2陣提訴 88 平成26年（ワ）第268号
第3陣提訴 123 平成26年（ワ）第432号
第4陣提訴 123 平成26年（ワ）第86号
第5陣提訴 140 平成27年（ワ）第193号
第6陣提訴 123 平成27年（ワ）第261号
第7陣提訴 132 平成27年（ワ）第374号
第8陣提訴 114 平成27年（ワ）第522号

K氏訴訟 4 平成27年（ワ）第523号 鹿児島県出水市出身の原告が、水俣病に罹患した患者であ
るとして、国（法務省のほか、厚生労働省、環境省、経済
産業省）、熊本県及びチッソ株式会社に対して損害賠償金
の支払いを求めるもの

再資源化預託金の取戻し請
求上告事件

0 大阪高等裁判所
平成28年（ツ）第13号

原告が、輸出許可を受けた自動車について、自動車リサイ
クル法第78条に基づく再資源化等預託金（同法第73条第1
項）及び情報管理預託金（同条第4項。以下、併せて「再資
源化預託金等」という。［同条第6項］。）の取戻しが、被
告の誤った運用によってできなかったとして、被告に対
し、国家賠償法第1条第1項に基づき、再資源化預託金等相
当額及び遅延損害金の支払いを求めるもの

損害賠償請求控訴事件 0 大阪地方裁判所
平成27年（レ）第568号
大阪簡易裁判所
平成27年（少コ）第12号

原告が、輸出許可を受けた自動車について、自動車リサイ
クル法第78条に基づく再資源化等預託金（同法第73条第1
項）及び情報管理預託金（同条第4項。以下、併せて「再資
源化預託金等」という。［同条第6項］。）の取戻しが、被
告の誤った運用によってできなかったとして、被告に対
し、国家賠償法第1条第1項に基づき、再資源化預託金等相
当額及び遅延損害金の支払いを求めるもの

補助金等返還命令処分取消
請求事件

12 大阪地方裁判所
平成27年（行ウ）第521号

当局が平成24年11月28日付けで原告の夫（平成26年死亡）
に対して行った平成21年度農商工連携補助金の交付決定の
全部取消し及び補助金返還命令について、原告の夫は交付
申請の頃には認知症を発症しており実質的な補助事業者は
別の従業員であったにも関わらず、原告の夫に対して行っ
た返還命令は無効であり、成年後見人であった原告もその
返還命令通知を受け取った事実はない、として処分の取消
しを求めるもの

「水俣病不知火患者会」に所属する原告が、水俣病に罹患
した患者であるとして、国（法務省のほか、厚生労働省、
環境省、経済産業省）、熊本県及びチッソ株式会社に対し
て損害賠償金の支払いを求めるもの

阿賀野川周辺に居住していた原告が、水質二法の規制権限
不行使に対する損害賠償義務及び不当な認定棄却による損
害賠償の支払いを国（法務省のほか、厚生労働省、環境
省、経済産業省）、昭和電工株式会社に対して求めるもの

阿賀野川周辺に居住していた原告が、新潟水俣病に罹患し
た患者であるとして、国（法務省のほか、厚生労働省、環
境省、経済産業省）、新潟県及び昭和電工株式会社に対し
て損害賠償金の支払いを求めるもの。

「水俣病不知火患者会」に所属する原告が、水俣病に罹患
した患者であるとして、国（法務省のほか、厚生労働省、
環境省、経済産業省）、熊本県及びチッソ株式会社に対し
て損害賠償金の支払いを求めるもの

「水俣病不知火患者会」に所属する原告が、水俣病に罹患
した患者であるとして、国（法務省のほか、厚生労働省、
環境省、経済産業省）、熊本県及びチッソ株式会社に対し
て損害賠償金の支払いを求めるもの
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（単位：百万円）
訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要

7 福岡地方裁判所
平成25年（ワ）第2195号

15 福岡地方裁判所
平成26年（ワ）第1278号

7 福岡地方裁判所
平成26年（ワ）第3879号

67 福岡地方裁判所
平成27年（ワ）第3494号

712 札幌地方裁判所
平成23年（ワ）第769号
平成23年（ワ）第2656号
平成24年（ワ）第943号
平成24年（ワ）第1693号
平成25年（ワ）第843号
平成26年（ワ）第1054号
平成28年（ワ）第498号

472 札幌地方裁判所
平成26年（ワ）第1549号
平成27年（ワ）第292号
平成27年（ワ）第540号
平成27年（ワ）第2794号

7 東京地方裁判所
平成26年（ワ）第11626号

福島第一原子力発電所原状
回復等請求事件

16,939 福島地方裁判所
平成25年（ワ）第38号
平成25年（ワ）第94号
平成25年（ワ）第175号
平成26年（ワ）第14号
平成26年（ワ）第165号
平成26年（ワ）第166号
原状回復等請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの。また、損害賠償に加え、現状回復として、原告らの
居住地（事故時）における空間線量率を1時間当たり0.04マ
イクロシーベルト以下とするよう求めるもの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

4,240 札幌地方裁判所
平成25年（ワ）第1187号
平成25年（ワ）第1879号
平成26年（ワ）第452号
平成26年（ワ）第1706号
平成26年（ワ）第1763号
平成26年（ワ）第2629号
平成27年（ワ）第1827号
平成28年（ワ）第935号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

4,557 仙台地方裁判所
平成26年（ワ）第252号
平成26年（ワ）第1681号
平成27年（ワ）第1723号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

8,184 山形地方裁判所
平成25年（ワ）第178号
平成26年（ワ）第61号
平成27年（ワ）第72号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

西日本石炭じん肺（福岡10
次）訴訟

新・北海道石炭じん肺訴訟
第4陣

新・北海道石炭じん肺訴訟
第5陣

東京石炭じん肺訴訟第3陣

西日本石炭じん肺（福岡7
次）訴訟

西日本石炭じん肺（福岡8
次）訴訟

西日本石炭じん肺（福岡9
次）訴訟

北海道の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進作業等の坑
内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結果、じん肺に
り患したとして、じん肺患者及びその遺族が国を相手取り
損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん肺訴訟最高裁
判決等の要件を充足する原告とは和解による解決を図るた
め、原告と和解協議実施中

北海道の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進作業等の坑
内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結果、じん肺に
り患したとして、じん肺患者及びその遺族が国を相手取り
損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん肺訴訟最高裁
判決等の要件を充足する原告とは和解による解決を図るた
め、原告と和解協議実施中

北海道の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進作業等の坑
内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結果、じん肺に
り患したとして、じん肺患者及びその遺族が国を相手取り
損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん肺訴訟最高裁
判決等の要件を充足する原告とは和解による解決を図るた
め、原告と和解協議実施中

九州及び山口県内の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進
作業等の坑内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結
果、じん肺にり患したとして、じん肺患者及びその遺族が
国を相手取り損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん
肺訴訟最高裁判決等の要件を充足する原告とは和解による
解決を図るため、原告と和解協議実施中
九州及び山口県内の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進
作業等の坑内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結
果、じん肺にり患したとして、じん肺患者及びその遺族が
国を相手取り損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん
肺訴訟最高裁判決等の要件を充足する原告とは和解による
解決を図るため、原告と和解協議実施中
九州及び山口県内の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進
作業等の坑内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結
果、じん肺にり患したとして、じん肺患者及びその遺族が
国を相手取り損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん
肺訴訟最高裁判決等の要件を充足する原告とは和解による
解決を図るため、原告と和解協議実施中
九州及び山口県内の炭鉱に就労した労働者が、採炭、掘進
作業等の坑内作業に従事して多量の粉じんを吸入した結
果、じん肺にり患したとして、じん肺患者及びその遺族が
国を相手取り損害賠償を求めているもの。国は、筑豊じん
肺訴訟最高裁判決等の要件を充足する原告とは和解による
解決を図るため、原告と和解協議実施中

96



 

 

 

（単位：百万円）
訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

2,833 福島地方裁判所いわき支部
平成25年（ワ）第46号
平成25年（ワ）第220号
平成26年（ワ）第224号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

8,877 新潟地方裁判所
平成25年（ワ）第376号
平成26年（ワ）第134号
平成26年（ワ）第520号
平成28年（ワ）第71号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

825 さいたま地方裁判所
平成26年（ワ）第501号
平成27年（ワ）第108号
平成27年（ワ）第1874号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

2,511 千葉地方裁判所
平成25年（ワ）第515号
平成25年（ワ）第1476号
平成25年（ワ）第1477号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

1,507 前橋地方裁判所
平成25年（ワ）第478号
平成26年（ワ）第111号
平成26年（ワ）第466号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

634 東京地方裁判所
平成25年（ワ）第6103号
平成25年（ワ）第19720号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

1,763 東京地方裁判所
平成26年（ワ）第5697号
平成26年（ワ）第20277号
平成27年（ワ）第9207号
平成27年（ワ）第22703号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

4,296 横浜地方裁判所
平成25年（ワ）第3707号
平成25年（ワ）第5050号
平成26年（ワ）第967号
平成26年（ワ）第5181号
福島第一原発事故損害賠償
請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

1,254 名古屋地方裁判所
平成25年（ワ）第2710号
平成25年（ワ）第5612号
平成26年（ワ）第884号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

821 京都地方裁判所
平成25年（ワ）第3053号
平成26年（ワ）第649号
平成27年（ワ）第2241号
福島第一原発事故損害賠償
請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

3,191 大阪地方裁判所
平成25年（ワ）第9521号
平成25年（ワ）第12947号
平成26年（ワ）第2109号
平成28年（ワ）第2098号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

790 神戸地方裁判所
平成25年（ワ）第1992号
平成26年（ワ）第422号
平成27年（ワ）第517号
福島第一原子力発電所事故
による損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

1,133 岡山地方裁判所
平成26年（ワ）第174号
平成27年（ワ）第233号
福島原発おかやま損害賠償
請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの
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(注 1) 訴訟の見込、結果にかかわらず、平成 28 年 3 月 31日現在の請求金額を記載している。 

 

３ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 145,030百万円 

（単位：百万円）
訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

137 松山地方裁判所
平成26年（ワ）第124号
平成27年（ワ）第154号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所損害
賠償請求事件

231 福岡地方裁判所
平成26年（ワ）第2734号
平成27年（ワ）第728号
平成27年（ワ）第3915号
損害賠償請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

福島第一原子力発電所原状
回復等請求事件

14,068 福島地方裁判所郡山支部
平成27年（ワ）第255号
平成28年（ワ）第11号
原状回復等請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故に
より、同発電所の周辺地域から退避を余儀なくされ、又は
放射線被ばくによる健康被害を危惧しながら生活をせざる
を得なくなったとする原告らが、国（経済産業省及び環境
省）に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める
もの

安全な場所で教育を受ける
権利の確認等請求事件

15 福島地方裁判所
平成26年（行ウ）第8号
平成27年（行ウ）第1号
安全な場所で教育を受ける
権利の確認等請求事件

平成23年3月11日に福島第一原子力発電所で発生した事故発
生時点において同発電所の周辺地域の小学校に入学をして
いた者（予定していた者を含む。）について、1年間の外部
被ばくが0.3mSv/未満となる地域で教育を受ける権利がある
ことを確認するもの

浜岡原子力発電所永久停止
等請求事件

1,104 静岡地方裁判所浜松支部
平成25年（ワ）第78号
平成25年（ワ）第673号
平成26年（ワ）第181号
平成26年（ワ）第474号
浜岡原子力発電所永久停止
等請求事件

浜岡原子力発電施設（3号機～5号機）の操業差止め及び損
害賠償（1人あたり10万円）を求めるもの

大飯原子力発電所運転差止
等請求事件

378 京都地方裁判所
平成25年（ワ）第3671号
平成25年（ワ）第3946号
平成27年（ワ）第287号
平成28年（ワ）第79号大飯
原子力発電所運転差止等請
求事件

内閣総理大臣及び3閣僚が、「原子力発電所の再起動にあ
たって安全性に関する判断基準」公表し、これに基づき大
飯原発の再起動を決定した作為並びに経済産業大臣が、大
飯1～4号機について運転停止又は廃炉を命令しなかった不
作為が違法行為として、国（経済産業省及び環境省）に対
し、国と関西電力（株）が連帯して大飯原子力発電所1～4
号機の施設の使用停止するまで原告1名あたり1ヶ月1万円の
損害賠償を求めるもの

玄海原発差止等請求事件 17,452 佐賀地方裁判所
平成24年（ワ）第49号
平成24年（ワ）第133号
平成24年（ワ）第319号
平成24年（ワ）第488号
平成24年（ワ）第696号
平成25年（ワ）第128号
平成25年（ワ）第310号
平成25年（ワ）第455号
平成26年（ワ）第78号
平成26年（ワ）第209号
平成26年（ワ）第322号
平成26年（ワ）第458号
平成27年（ワ）第94号
平成27年（ワ）第185号
平成27年（ワ）第302号
平成27年（ワ）第396号
平成28年（ワ）第47号
玄海原発差止等請求事件

玄海原子力発電施設（1号機～4号機）の操業差止め及び損
害賠償（平成23年3月11日から操業停止まで1か月あたり1万
円）を求めるもの

川内原発差止等請求事件 4,490 鹿児島地方裁判所
平成24年（ワ）第430号
平成24年（ワ）第811号
平成25年（ワ）第180号
平成25年（ワ）第521号
平成26年（ワ）第163号
平成26年（ワ）第605号
平成27年（ワ）第638号
平成27年（ワ）第847号
平成28年（ワ）第456号
川内原発差止等請求事件

川内原子力発電施設（1号機、2号機）の操業差止め及び損
害賠償（平成23年3月11日から操業停止まで1か月あたり1万
円）を求めるもの
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(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 6,206百万円 

 

４ 追加情報 

(1) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

(2) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「未収金」には、返納金債権、諸納付金債権、損害賠償金債権等を計上している。 

・「前払費用」には、自動車損害賠償責任保険料の契約期間未経過分を計上している。 

・「貸付金」には、株式会社日本政策金融公庫が行う小企業等経営改善資金貸付の資金として同公庫

に対する貸付金及び各都道府県が行う小規模企業者等設備導入資金貸付の資金として各都道府

県に対する貸付金を計上している。 

・「その他の債権等」には、新施設整備前に旧施設を財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に引

き継いだ前渡不動産を計上している。 

・「貸倒引当金」には、未収金及び貸付金のうち回収不能見込額を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、建設仮勘定を除き、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、主に庁舎敷地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎敷地上の立木竹を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎建物を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎及び経済産業省本館に係る建物附帯設備を計上している。 

・「建設仮勘定」には、現在建設中で将来国の資産（建物、工作物等）になるべきものについて既支

出額を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50万円以上の物品（美術品については 300万円以上）に

ついて、美術品を除く物品は取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額、

美術品は取得価格（見積価格）で計上している。 

・「無形固定資産」には、ソフトウェア、電話加入権を計上している。 

・「出資金」には、政府関係機関、独立行政法人に対する出資額を計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、児童手当の未払額を計上している。 

・「前受収益」には、建物及物件貸付料の前受賃貸料を計上している。 

・「賞与引当金」には、職員の期末手当及び勤勉手当の 6月支給見込額のうち当該年度に負担する金

額を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源、国家公務員災害補償年金に係る引当金を計

上している。 

・「他会計繰戻未済金」には、「平成 18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する

法律」第 3条第１項及び第 2項の規定に基づき、「特別会計に関する法律」附則第 66条の規定に

よる廃止前の電源開発促進対策特別会計電源立地勘定及び電源利用勘定から一般会計に繰り入

れたものについて、将来本勘定に繰り戻されることとされている未済額を計上している。 

・「その他の債務等」には、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定への未渡不動産及び東日本大

震災復興特別会計に引き継がれた退職給付引当金相当額を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の
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手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該

当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当、

賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行ったものを計上して

いる。 

・「賞与引当金繰入額」には、6月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助金・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものを計上し

ている。 

・「委託費」には、主に民間団体等へ事業を委託するに当たって必要な委託費を計上している。 

・「分担金」には、国際度量衡中央事務局等の分担金を計上している。 

・「拠出金」には、主に国際機関の活動に必要な経費に対する拠出金を計上している。 

・「補給金」には、主に出資先法人等が事業を行うに当たって必要な経費に対する補給金を計上してい

る。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「国有資産所在市町村交付金」には、国有資産が所在する市町村に対する交付額を計上している。 

・「エネルギー対策特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 90 条及び第 91 条第 1項に

基づく電源立地対策・電源利用対策・燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要す

る費用に要する経費の財源に充てるため、エネルギー対策特別会計への繰入れを計上している。 

・「貿易再保険特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 6 条及び第 186 条第 1 項の規定

により、重債務貧困国等の債務経済負担の軽減に伴い必要な再保険金等の財源として資本に充てる

ため、貿易再保険特別会計への繰入れを計上している。 

・「特許特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 196 条の規定に基づく工業所有権に関

する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費に充て

るため、特許特別会計への繰入れを計上している。 

・「庁費等」には、主に情報処理、省内での執務執行等の経費を計上している。 

・「その他の経費」には、主に旅費、諸謝金の経費を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産、無形固定資産の当期減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権の貸倒に伴う費用及び損失のうち当会計年度の引当額を計上してい

る。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産の売却、除却等に伴い発生した売却損益及び除却損を計上して

いる。 

③ 資産・負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、特定アルコール譲渡者納付金、弁償及返納金、独立行政法人からの雑納付金等

を計上している。 

・「配賦財源」には、一般会計の支出済歳出額と主管の歳入の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「無償所管換等」には、物品の業務委託先からの返還、他の会計からの引継・引渡等による無償所管

換や実測と帳簿の差額等を計上している。 

・「資産評価差額」には、国有財産の台帳価格の改定に伴う評価差額等を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 
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・「主管の収納済歳入額」には、一般会計の主管歳入の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、一般会計の歳出の支出済歳出額と主管の歳入の収納済歳入額との差額を計上し

ている。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に

該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助金・委託費」に該当するもののうち、「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を

計上している。 

・「委託費」には、主に民間団体等へ事業を委託するに当たって必要な委託費を計上している。 

・「分担金」には、国際度量衡中央事務局等の分担金を計上している。 

・「拠出金」には、主に国際機関の活動に必要な経費に対する拠出金を計上している。 

・「補給金」には、主に出資先法人等が事業を行うに当たって必要な経費に対する補給金を計上して

いる。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人に対する運営費交付金を計上している。 

・「国有資産所在市町村交付金」には、国有資産が所在する市町村に対する交付額を計上している。 

・「エネルギー対策特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 90条及び第 91条第 1項

に基づく電源立地対策・電源利用対策・燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に

要する費用に要する経費の財源に充てるため、エネルギー対策特別会計への繰入れを計上してい

る。 

・「貿易再保険特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 6条及び第 186条第 1項の規

定により、重債務貧困国等の債務経済負担の軽減に伴い必要な再保険金等の財源として資本に充

てるため、貿易再保険特別会計への繰入れを計上している。 

・「特許特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」第 196条の規定に基づく工業所有権に

関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費

に充てるため、特許特別会計への繰入れを計上している。 

・「出資による支出」には、株式会社日本政策金融公庫に対する政府出資を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、立木竹取得に係る支出を計上している。 

・「建物に係る支出」には、建物取得に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、工作物取得に係る支出を計上している。 

・「建設仮勘定に係る支出」には、建物等の建設に係る支出のうち、当期完成していない部分に係る

支出を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

(3) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 
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附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細 

① 未収金の明細 

 
 

② 貸付金の明細 

 

 

③ その他の債権等の明細 

 

 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

物件売払代債権（特別会計整理
収入）

個人等 6

損害賠償金債権（特別会計整理
収入）

民間企業等 26

特定アルコール譲渡者納付金債
権

民間企業 0

留学費用償還金債権 個人 2

費用弁償金債権 民間企業 2

返納金債権 民間企業等 523

加算金債権 民間企業 48

損害賠償金債権 民間企業等 40

諸納付金債権 民間企業 8

立替金返還金債権 個人 0

延滞金債権 民間企業等 35

その他 個人等 94

合計 788

（単位：百万円）

貸付先 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度末残高 貸付事由等

株式会社日本政策金融公庫 131,300 - - 131,300

小企業等経営改善資金貸付金
株式会社日本政策金融公庫が行う
無担保・無保証人、低利による小
企業等経営改善資金融資事業

各都道府県 58,911 - 9,964 48,946

小規模企業者等設備導入資金貸付
金
「小規模企業者等設備導入資金助
成法」に基づき、小規模事業者等
の創業及び経営基盤の強化に必要
な設備導入資金の無利子貸付事業

合計 190,211 - 9,964 180,246

（単位：百万円）

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

財政投融資特別会計特定国有
財産整備勘定への前渡不動産

財政投融資特別会計特定国有
財産整備勘定

51
新施設整備前に旧施設を相手先に
引き継いだもの

合計 51
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④ 貸倒引当金の明細 

 

 

⑤ 固定資産の明細 

 

 

（単位：百万円）

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 791 △ 2 788 120 △ 19 100

徴収停止等債権 101 △ 6 94 101 △ 6 94

履行期限到来等債権 690 △ 2 687 18 △ 12 5

上記以外の債権 - 6 6 - - -

貸付金 190,211 △ 9,964 180,246 - - -

徴収停止等債権 - - - - - -

履行期限到来等債権 - - - - - -

上記以外の債権 190,211 △ 9,964 180,246 - - -

合計 191,003 △ 9,967 181,035 120 △ 19 100

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要

　一般債権につ
いては、貸付金
等の残高に、過
去3年間の貸倒
実績率（注）を
乗じた額を計上
している。
（注）過去3年
間の債権平均残
高に対する過去
3年間の不納欠
損の年間平均額
の割合
　履行期限到来
等債権等の特定
の債権について
は、個別の債権
ごとの回収可能
性を勘案した回
収不能見込額を
計上している。

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額 本年度減価償却額
評価差額

(本年度発生分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 151,113 639 4,527 789 8,751 155,186

行政財産 151,113 639 4,527 789 8,751 155,186

土地 140,149 0 3,607 - 8,751 145,293

立木竹 50 3 34 - △0 18

建物 9,047 96 392 530 - 8,220

工作物 1,378 69 4 258 - 1,185

建設仮勘定 487 469 487 - - 469

物品 19,344 18,235 4,884 10,461 - 22,234

物品（美術品を除く） 19,339 18,235 4,884 10,461 - 22,229

美術品 5 - - - - 5

小計 170,457 18,875 9,411 11,250 8,751 177,421

（無形固定資産）

ソフトウェア 1,590 384 - 384 - 1,590

電話加入権 53 1 - - - 55

小計 1,643 386 - 384 - 1,645

合計 172,101 19,261 9,411 11,635 8,751 179,067
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⑥ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

 

 

イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

 

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

【市場価格のないもの】

○特殊会社

株式会社日本政策金融公庫

（中小企業者向け融資・証券
化支援保証業務勘定）

640,325 859 2,900 - 18,101 - 662,186

（特定事業等促進円滑化業務
勘定）

245 21 - - △ 31 - 235

日本アルコール産業株式会社 9,234 △ 2,214 - - 2,674 - 9,695

○独立行政法人

新エネルギー・産業技術総合
開発機構

（一般勘定） 2,833 △ 1,874 - 3 2,169 - 3,124

石油天然ガス・金属鉱物資源
機構

（金属鉱業一般勘定） 53,874 △ 22,958 - - 20,659 - 51,575

（石炭経過勘定） 10,179 517 - - △ 858 - 9,838

日本貿易振興機構 43,714 1,893 - 513 △ 4,126 - 40,967

情報処理推進機構

（一般勘定） 10,424 3,285 - - △ 3,791 - 9,919

産業技術総合研究所 309,319 △ 25,639 - - 18,008 - 301,688

製品評価技術基盤機構 17,439 1,571 - - 8,254 - 27,265

中小企業基盤整備機構

（一般勘定 ） 906,817 △ 17,141 - - 9,206 - 898,882

（産業基盤整備勘定） 43,986 △ 1,446 - 534 2,025 - 44,031

（小規模企業共済勘定） 91,183 △ 91,183 - - 19,345 - 19,345

（中小企業倒産防止共済勘
定）

48,172 △ 750 - - 726 - 48,148

合計 2,187,751 △ 155,060 2,900 1,050 92,365 - 2,126,905

(単位：百万円）

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

一般会計から
の出資累計額

(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

○特殊会社

株式会社日本政策金融公庫

（中小企業者向け融資・証
券化支援保証業務勘定）

5,615,576 4,513,824 1,101,752 1,469,185 883,025 60.10% 662,186 662,186 法定財務諸表

（特定事業等促進円滑化業
務勘定）

76,715 76,479 235 267 267 100.00% 235 235 法定財務諸表

日本アルコール産業株式会
社

34,957 5,873 29,083 21,060 7,020 33.33% 9,695 9,695 法定財務諸表

○独立行政法人

新エネルギー・産業技術総
合開発機構

（一般勘定） 14,268 11,144 3,124 955 955 100.00% 3,124 3,124 法定財務諸表

石油天然ガス・金属鉱物資
源機構

（金属鉱業一般勘定） 75,854 24,278 51,575 30,916 30,916 100.00% 51,575 51,575 法定財務諸表

（石炭経過勘定） 45,736 2,445 43,291 47,069 10,697 22.72% 9,838 9,838 法定財務諸表

日本貿易振興機構 54,097 13,130 40,967 45,094 45,094 100.00% 40,967 40,967 法定財務諸表

情報処理推進機構

（一般勘定） 20,770 10,851 9,919 13,710 13,710 100.00% 9,919 9,919 法定財務諸表

産業技術総合研究所 357,348 54,530 302,817 284,741 283,679 99.62% 301,688 301,688 法定財務諸表

製品評価技術基盤機構 33,702 6,436 27,265 19,010 19,010 100.00% 27,265 27,265 法定財務諸表

中小企業基盤整備機構

（一般勘定 ） 1,093,999 144,599 949,400 939,676 889,676 94.67% 898,882 898,882 法定財務諸表

（産業基盤整備勘定） 44,360 328 44,031 42,006 42,006 100.00% 44,031 44,031 法定財務諸表

（小規模企業共済勘定） 10,213,465 10,194,119 19,345 15,518 15,518 100.00% 19,345 19,345 法定財務諸表

（中小企業倒産防止共済勘
定）

1,332,990 1,284,841 48,148 47,421 47,421 100.00% 48,148 48,148 法定財務諸表

合計 19,013,843 16,342,884 2,670,959 2,976,631 2,288,997 - 2,126,905 2,126,905

(注)出資金の一部を東日本大震災復興特別会計へ承継したものについては、一般会計計上分と東日本大震災復興特別会計計上分を合算して強制評価減の要
否を判定している。
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(2) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

 

 

② 退職給付引当金の明細 

 
 

③ その他の債務等の明細 

 

 

 

 

(単位：百万円）

出資先
一般会計か
らの出資累

計額

貸借対照表
計上額

資産評価
差額

強制評価減
実施累計額

強制評価減実施年度

○特殊会社

株式会社日本政策金融公庫

（中小企業者向け融資・証券
化支援保証業務勘定）

883,025 662,186 18,101 238,939 平成20年度

○独立行政法人

中小企業基盤整備機構

（小規模企業共済勘定） 15,518 19,345 19,345 15,518 平成13年度

合計 898,543 681,532 37,447 254,457

（注）以下の出資金については、本年度もしくは過年度において強制評価減を実施している。


(注)平成24年度に一般会計から承継された出資金のうち過年度に強制評価減を実施したものについては、強制評価
減実施累計額を一般会計と東日本大震災復興特別会計の出資累計額で按分した額を一般会計から引き継いでいる。

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

児童手当 地方公共団体等 42

合計 42

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 56,348 5,392 7,853 58,810

整理資源に係る引当金 24,946 2,535 426 22,837

国家公務員災害補償年金に係
る引当金

1,375 120 75 1,330

合計 82,670 8,047 8,355 82,979

(注)退職手当に係る引当金の本年度取崩額5,392百万円のうち22百万円は、平成27年度において一般会
計から東日本大震災復興特別会計に職員が異動したことによる減少額である。

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定への未渡不動産

財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定

124

東日本大震災復興特別会計にお
いて計上している退職給付引当
金の内、経済産業省一般会計が
負担する退職給付引当金相当額

東日本大震災復興特別会計 162

合計 287
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２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 組織別の業務費用の明細 

 

 

（単位：百万円）

経済産業省
本省

経済産業局
産業保安監督

官署
資源エネル

ギー庁
中小企業庁 合計

人件費 28,979 11,725 2,179 3,256 3,241 49,383

賞与引当金繰入額 1,574 973 188 243 123 3,102

退職給付引当金繰入額 8,355 - - - - 8,355

補助金等 109,508 - - 1,188 169,983 280,680

委託費 23,860 - - 1,440 17,286 42,587

分担金 517 - - 11 - 529

拠出金 4,606 - - - - 4,606

補給金 - - - - 19,671 19,671

独立行政法人運営費交付金 130,252 - - 3,616 19,025 152,894

国有資産所在市町村交付金 37 5 - - - 42

エネルギー対策特別会計への繰入 - - - 650,840 - 650,840

貿易再保険特別会計への繰入 1,600 - - - - 1,600

特許特別会計への繰入 17 - - - - 17

庁費等 10,323 1,481 232 334 667 13,039

その他の経費 2,969 229 58 66 218 3,541

減価償却費 5,754 5,486 0 393 0 11,635

貸倒引当金繰入額 151 - - - - 151

資産処分損益 3,627 1,442 0 1 0 5,071

本年度業務費用合計 332,135 21,343 2,659 661,394 230,218 1,247,751
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(2) 補助金等の明細 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

消費税軽減税率対策費補助
金

独立行政法人中小企業
基盤整備機構

94,784

消費税軽減税率制度の円滑な導入を図るた
め、消費税軽減税率制度への対応が必要とな
る中小の小売事業者等が、複数税率対応レジ
の導入や電子的受発注システムの改修等を行
うにあたって、その経費の一部を補助するた
めの基金の造成に対する補助

中小企業経営支援等対策費
補助金

全国中小企業団体中央
会、全国商工会連合
会、日本商工会議所、
中小企業者、組合、民
間団体等

54,774

ものづくり中小企業・小規模事業者の競争力
強化を支援し、我が国製造業を支えるものづ
くり産業基盤の底上げを図るとともに、即効
的な需要の喚起と好循環を促し、経済活性化
を実現するため、ものづくり中小企業・小規
模事業者が実施する試作品の開発や設備投資
等に必要な経費に対する補助等

産業技術実用化開発事業費
補助金

民間団体等 49,564
東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策
として、凍土方式の陸側遮水壁を構築するた
めの経費に対する補助

医療研究開発推進事業費補
助金

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

14,470

国立研究開発法人日本医療研究開発機構が医
療分野研究開発推進計画に基づき、大学、研
究開発法人、その他の研究機関の能力を活用
して行う医療分野の研究開発及びその環境の
整備、研究機関における医療分野の研究開発
及びその環境の整備の助成等に必要な経費に
対する補助

製造産業基盤強化基金補助
金

民間団体等 13,330

ＴＰＰの影響を受ける我が国皮革関連産業の
競争力強化を図るため、経営改善等に要する
経費の一部を補助するための基金の造成に対
する補助

資金供給円滑化信用保証協
会基金等補助金

信用保証協会等 9,984

事業再生円滑化保証や流動資産担保融資保証
等から生じた代位弁済額から保険金を控除し
た損失額等を取り崩す処理をするためや、経
営の安定に支障が生じている中小企業者や創
業に取り組んでいる中小企業者等に対して債
務保証を行う信用保証協会が負担する損失の
一部を補填するため、信用保証協会等に設置
されている基金の造成費等を補助

中小企業海外展開等支援事
業費補助金

独立行政法人日本貿易
振興機構、独立行政法
人中小企業基盤整備機
構、民間団体等

7,496

海外貿易、経済情報等の迅速・的確な把握及
び提供と海外見本市への出展並びに人的交流
等を通じて中小企業の国際化、販路開拓努力
を支援するため、中小企業の海外調査・情報
提供事業及び海外展開支援事業に対する補助

独立行政法人製品評価技術
基盤機構施設整備費補助金

独立行政法人製品評価
技術基盤機構

6,129
独立行政法人製品評価技術基盤機構の施設等
の整備に要する経費に対する補助

産業技術実用化開発事業費
補助金

民間団体等 5,363

我が国製造業全体の開発・生産プロセスの高
度化を図るため、空力設計、開発・生産シス
テム等に係る先進的技術の研究開発・実証等
に必要な経費に対する補助

中小企業医療研究開発推進
事業費補助金

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

3,186

国立研究開発法人日本医療研究開発機構が医
療分野研究開発推進計画に基づき、大学、研
究開発法人、その他の研究機関の能力を活用
して行う医療分野の研究開発及びその環境の
整備、研究機関における医療分野の研究開発
及びその環境の整備の助成等に必要な経費に
対する補助

中小企業経営支援等対策費
補助金

一般社団法人又は一般
財団法人、製造協同組
合等

3,010
伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づ
く事業を実施するのに必要な経費に対する補
助

消費税転嫁等対策補助金

日本商工会議所、全国
商工会連合会、全国中
小企業団体中央会、全
国商店街振興組合連合
会等

2,466

消費税率の引上げや制度変更について、中小
企業団体等と連携して、講習会・フォーラム
の開催、相談窓口の設置や巡回指導型専門家
派遣を通じたきめ細かいサポート等を行う事
業に要する経費に対する補助

医療研究開発推進事業費補
助金

国立研究開発法人日本
医療研究開発機構

2,020

国立研究開発法人日本医療研究開発機構が医
療分野研究開発推進計画に基づき、大学、研
究開発法人、その他の研究機関の能力を活用
して行う医療分野の研究開発及びその環境の
整備、研究機関における医療分野の研究開発
及びその環境の整備の助成等に必要な経費に
対する補助

＜補助金＞
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

新興国市場開拓等事業費補
助金

民間団体等 1,977

相手国市場の実情や我が国企業のニーズに応
じて、戦略的に我が国企業の海外展開を支援
するため、見本市やミッション派遣・招聘事
業、日本国内外での安全対策セミナーの開
催、海外での日本製品の試験販売、相手国政
府へのロビイング活動、インフラシステム海
外展開候補案件に関する事業実施可能性調査
等に必要な経費に対する補助

工業用水道事業費補助 地方公共団体 1,880
工業用水法及び工業用水道事業法に基づき地
盤沈下の防止と産業基盤の整備を図るために
布設される工業用水道の事業費に対する補助

休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金

地方公共団体等 1,853
休廃止鉱山の鉱害防止を図ることを目的とし
た地方公共団体等が行う鉱害防止工事及び坑
廃水処理に要する経費に対する補助

地域イノベーション協創プ
ログラム補助金

公設試、民間企業等 1,574

地域のものづくり企業の研究開発を支え、新
分野への進出を促す観点から、イノベーショ
ンの創出促進のために必要な経費に対する補
助

その他 6,813
合計 280,680 　

108



 

 

(3) 委託費の明細 

 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

中小企業経営支援等対策委
託費

中小企業支援機関、民
間団体等

13,930

我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事
業の創出を目指し、中小ものづくり高度化法
に基づき、国が認定する特定研究開発等計画
のうち、特に波及効果の高いものを対象にし
た特定ものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切
削加工、めっき等）の高度化に資する研究開
発から試作までの取組を促進する事業等の委
託

産業技術研究開発委託費 民間団体等 3,672

我が国の産業競争力強化に資するため、海底
熱水鉱床の海洋鉱物資源開発、レアメタルの
回収・リサイクル技術の開発等及び高温超電
導技術による直流送電実証等の事業の委託

産業技術研究開発委託費 民間団体等 3,650

我が国の産業競争力の強化等に資するため、
ライフサイエンス、ナノテクノロジー・材
料、社会基盤、フロンティアの各重点分野に
研究開発資金を戦略的に投入することを前提
として、民間企業等が有する高い技術的知見
を十分に活用し、必要な研究開発の実施や国
内外の技術開発動向や研究開発の実態を的確
に把握するため、民間企業等の研究開発拠点
に対する調査等の事業の委託

政府開発援助海外経済協力
事業委託費

民間団体等 2,182

今後の急成長が見込まれる新興国が抱える課
題を解決するとともに、インフラシステム輸
出や日本企業の海外展開を後押しするため、
研修・専門家派遣及び若手人材のインターン
シップ事業を委託。また、日本における就労
を予定している看護師・介護福祉士候補者へ
の研修事業を委託

工業標準化推進事業委託費 民間団体等 1,892

我が国発の製品や技術又は社会環境整備に資
する分野等における標準化を迅速かつ適切に
進めるため、規格原案の作成や国際標準化機
関への提案等を委託

事業環境向上等委託費 民間団体等 1,802

中小企業の実態や中小企業が直面しいている
課題を的確に把握するため、中小企業の売上
高・利益額等の財務情報や、従業員数・取引
金融機関の種類等の経営情報等の調査・集
計、また、中小企業の動向に関する年次報告
（中小企業白書）の作成のほか、中小企業の
活性化を図るために必要な施策を講じるた
め、事業環境の変化が中小企業に与えている
影響等に関する調査等を委託

国際博覧会出展事業委託費
独立行政法人日本貿易
振興機構

1,674

2015年ミラノ国際博覧会においては、テーマ
に関連した日本の取組等の展示、日本館情報
の国内外への広報活動及び日本館開館式や
ジャパンデー等の行催事を委託し、2017年ア
スタナ国際博覧会においては、日本館出展に
向けた基本計画や基本設計の策定等を委託

新産業集積創出基盤構築支
援事業委託費

民間団体等 1,376

地域におけるイノベーションを創出するた
め、地域の中堅・中小企業に対する産学官金
の支援体制を構築、これらの企業による新分
野進出に向けたプロジェクトを推進する事業
等を委託

情報セキュリティ対策研究
開発等委託費

民間団体等 1,325

深刻なサイバー攻撃の温床となっている複数
の国に跨ったサイバー攻撃基盤を駆除するた
め、各国のサイバー攻撃対応連絡調整窓口の
間で情報を共有し、共同対処を行うために必
要な業務等を委託

中小企業新事業創出促進対
策事業委託費

民間団体等 1,216

起業家や新事業の創出に取り組む中小企業に
対して経営支援を行う支援事業者が、経営支
援を通じて得られた支援ノウハウ等を関係事
業者間で共有することで、起業支援・新事業
創出支援を担う人材のネットワークの形成を
図る事業、及びグローバル市場への進出や社
会課題の解決といった、事業目線の高い起業
家等の育成と大企業からの新事業創出の担い
手等の育成を図る事業を委託

＜委託費＞
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(4) 分担金の明細 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

政府開発援助海外開発計画
調査委託費

民間団体等 1,098

開発途上の鉱工業、電力開発計画の立案の段
階における基礎的調査等計画作成、大規模経
済協力プロジェクト標準調査に関する調査団
派遣、重要な新興国を対象とした政府間協議
やミッション派遣、OECDにおける商業性審査
のための詳細なキャッシュフロー分析及び資
源保有開発途上国における共同資源開発調査
等の事業の委託

その他 8,764

合計 42,587

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国際度量衡中央事務局等分
担金

国際度量衡中央事務局
及び国際標準化機構事
務局等

451 国際度量衡中央事務局等の国際分担金

国際度量衡中央事務局等分
担金

ストックホルム条約事
務局及び経済協力開発
機構等

33 ストックホルム条約事務局等の国際分担金

国際度量衡中央事務局等分
担金

経済協力開発機構及び
国際ゴム研究会事務局

23 経済協力開発機構等の国際分担金

国際度量衡中央事務局等分
担金

国際ニッケル研究会事
務局及び国際銅研究会
事務局等

11 国際ニッケル研究会事務局等の国際分担金

国際度量衡中央事務局等分
担金

博覧会国際事務局 5 博覧会国際事務局の国際分担金

国際度量衡中央事務局等分
担金

証券監督者国際機構 4 証券監督者国際機構の国際分担金

合計 529 　

＜分担金＞
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(5) 拠出金の明細 

 

 

(6) 補給金の明細 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

政府開発援助国際連合工業
開発機関等拠出金

国際連合工業開発機関 2,955
国際連合工業開発機関等の活動に必要な経費
の拠出

東アジア経済統合研究協力
拠出金

東アジア・アセアン経
済研究センター

800
東アジア・アセアン経済研究センターが実施
する調査・研究等の活動に必要な経費の拠出

生体機能国際協力基礎研究
拠出金

国際ヒューマン・フロ
ンティア・サイエン
ス・プログラム推進機
構

475
国際ヒューマン・フロンティア・サイエン
ス・プログラム推進機構が実施する研究グラ
ント等の事業に必要な経費の拠出

日韓産業技術協力共同拠出
金

日韓産業技術協力共同
事業体

140

「日韓貿易不均衡是正等のための具体的実施
計画」に基づき設立された日韓両財団で組織
する日韓産業技術協力共同事業体の事業支援
に必要な経費の拠出

国連気候変動枠組条約事務
局拠出金

国連気候変動枠組条約
事務局

89
国連気候変動枠組条約事務局の活動を支援す
るために必要な経費の拠出

アジア太平洋経済協力拠出
金

アジア太平洋経済協力
事務局

60

APECの議論をサポートする機関としてAPEC事
務局内に設立されたポリシー・サポート・ユ
ニットが実施する調査研究等の活動に必要な
経費の拠出

経済協力開発機構科学技術
産業局等拠出金

経済協力開発機構 55
経済協力開発機構が実施する調査研究事業に
必要な経費の拠出

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 22
経済協力開発機構における化学品の安全確保
対策等事業の実施に必要な経費の拠出

国際標準化機構拠出金 国際標準化機構事務局 7
国際標準化機構（ISO）が実施する発展途上
国支援活動に必要な経費の拠出

合計 4,606

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

株式会社日本政策金融公庫
補給金

株式会社日本政策金融
公庫

14,844

中小企業・小規模事業者の資金繰りの円滑化
を図るため、株式会社日本政策金融公庫が行
う中小企業者等向け融資業務及び危機対応円
滑化業務の円滑な運営等に要するための補給
金

株式会社日本政策金融公庫
補給金

株式会社日本政策金融
公庫

4,826
株式会社日本政策金融公庫が特別の低利で融
資する小規模事業者経営改善資金等につき同
公庫に対する融資補給

合計 19,671
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(7) 独立行政法人運営費交付金の明細 

 

 

(8) 国有資産所在市町村交付金の明細 

 

 

 

（単位：百万円）

相手先 金額 支出目的

国立研究開発法人産業技術総合研究
所

62,687
国立研究開発法人産業技術総合研究所の行う業務の財源の一部に充
てるための同研究所に対する運営費交付金の交付

独立行政法人日本貿易振興機構 29,875
独立行政法人日本貿易振興機構の行う業務の財源の一部に充てるた
めの同機構に対する運営費交付金の交付

国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構

16,894
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う業務
の財源の一部に充てるための同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（一般勘定）

13,344
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う業務の財源の一部に充て
るための同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人情報処理推進機構 12,450
独立行政法人情報処理振興機構の行う業務の財源の一部に充てるた
めの同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人製品評価技術基盤機構 6,907
独立行政法人製品評価技術基盤機構の行う業務の財源の一部に充て
るための同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（小規模企業共済勘定）

4,136
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う業務の財源の一部に充て
るための同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
物資源機構（金属鉱業一般勘定）

3,536
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の行う業務の財源の
一部に充てるための同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人中小企業基盤整備機構
（中小企業倒産防止共済勘定）

1,544
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う業務の財源の一部に充て
るための同機構に対する運営費交付金の交付

独立行政法人経済産業研究所 1,437
独立行政法人経済産業研究所の行う業務の財源の一部に充てるため
の同研究所に対する運営費交付金の交付

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱
物資源機構（投融資等・金属鉱産物
備蓄勘定）

80
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の行う業務の財源の
一部に充てるための同機構に対する運営費交付金の交付

合計 152,894

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

国有資産所在市町村交付金 地方公共団体 42
国有資産が所在する地方公共団体に対する交
付

合計 42
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３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

 

 

(2) 無償所管換等の明細 

 

 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産貸付収入 東京地下鉄株式会社、特許庁等 202

特定アルコール譲渡者納付金 アルコール製造事業者 8,872

雑納付金
国立研究開発法人産業技術総合
研究所納付金

2,324

雑納付金
独立行政法人製品評価技術基盤
機構納付金

52

雑納付金
独立行政法人日本貿易振興機構
等

1,671

雑納付金 独立行政法人水資源機構納付金 1

特別会計受入金 エネルギー対策特別会計 458

許可及手数料 民間事業者等 2

弁償及返納金 民間事業者等 153,883

雑入 民間事業者等 655

東日本大震災復興弁償及返納金 民間事業者等 1

東日本大震災復興雑入 民間事業者等 41

合計 168,167

国有財産利用収入

諸収入

納付金

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

民間団体等 18,154 物品 委託先からの戻り

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

635 その他債務等
財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定への未渡不動産の前
年度末残高との差額

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△ 85 その他債権等
財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定への前渡不動産の前
年度末残高との差額

小計 18,705

財務省一般会計 △ 3,136 土地 引継

財務省一般会計 △ 27 立木竹 引継

財務省一般会計 △ 229 建物 引継

財務省一般会計 △ 30 工作物 引継

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△ 466 土地 引継

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△ 6 立木竹 引継

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△ 162 建物 引継

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△0 工作物 引継

財務省一般会計 △ 200 出資金
株式会社日本政策金融公庫信用
保険等業務勘定等（財務省所
管）への出資額

財務省一般会計 △ 623 出資金
日本貿易振興機構、中小企業基
盤整備機構等からの出資金返還

東日本大震災復興特別会計 1 賞与引当金
復興庁への職員出向に伴う引当
金所管換

小計 △ 4,881

0 土地 実測による増

△ 5 土地 実測による減

小計 △ 4

誤謬訂正 1
立木竹・工作
物・電話加入
権

誤謬訂正による増

△ 1,215 貸付金
「小規模企業者等設備導入資金
助成法」の廃止に伴う債権現在
額の変更

12,604

財産の無償所管換等
（受）

財産の無償所管換等
（渡）

誤謬訂正

合計

その他

実測と帳簿の差額

113



 

 

(3) 資産評価差額の明細 

 

 

４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

 

 

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産

　国有財産（公共用財産を除く） - 8,751 8,751

　　行政財産 - 8,751 8,751

土地 - 8,751 8,751
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

立木竹 - △0 △0
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

出資金 △ 155,060 92,365 △ 62,695
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

（市場価格のないもの） △ 155,060 92,365 △ 62,695
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

合計 △ 155,060 101,116 △ 53,944

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

特別会計整理収入 極東通産株式会社等 0

貸付金等回収金収入 都府県 8,749

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 東京地下鉄(株)、特許庁等 204

特定アルコール譲渡者納付金 アルコール製造事業者 8,872

国立研究開発法人産業技術総合
研究所納付金

2,324

独立行政法人製品評価技術基盤
機構納付金

52

独立行政法人日本貿易振興機構
等

1,671

独立行政法人水資源機構納付金 1

東日本大震災復興エネルギー対
策特別会計受入金

エネルギー対策特別会計 458

許可及手数料 民間事業者等 2

弁償及返納金 民間事業者等 153,720

物品売払収入 民間事業者等 234

雑入 民間事業者等 650

東日本大震災復興弁償及返納金 民間事業者等 1

東日本大震災復興物品売払収入 民間事業者等 5

東日本大震災復興雑入 民間事業者等 41

合計 176,991

雑納付金

諸収入

回収金等収入

納付金
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参考情報 

１．経済産業省の所掌する業務の概要 

 

○任務（経済産業省設置法第３条）

組　　織　　等

（本省内部部局）

大臣官房

経済産業政策局

　

地域経済産業グループ

通商政策局

　

貿易経済協力局

産業技術環境局

製造産業局

商務情報政策局

商務流通保安グループ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。国立研究開発法人産業
技術総合研究所。独立行政法人製品評価技術基盤機構。

  イノベーションの創出に向けた研究開発環境の整備や、我が国の国際競争力を高める
国際標準化政策、環境と経済が両立した社会の構築に向けた地球温暖化対策の推進や循
環型経済社会の構築などの取組を推進。

独立行政法人情報処理推進機構。

　情報セキュリティ対策、電子商取引のルール整備、IT人材の育成や先進的な技術開発
等を推進。また、ヘルスケア、クリエイティブ、コンテンツといったサービス分野の産
業育成や競争力強化に資する施策を推進。

独立行政法人日本貿易振興機構。

　鉄鋼業や化学産業といった素材産業から、工作機械、自動車や航空機などの機械産
業、そして住宅、繊維といった生活産業まで、幅広い産業において、国際競争力の強化
や、ものづくりの基盤強化、環境対策、技術開発等、各種の施策を推進。

　経済のグローバル化の中で我が国の経済発展に不可欠な海外との貿易・投資を活発化
するため、政府開発援助（ODA）等のツールを用いて、貿易・投資についての情報提供
や環境整備を実施。また、大量破壊兵器等の不拡散、絶滅のおそれのある野生動植物の
保護などを進めるべく、厳格な貿易管理等を実施。

　世界の自由貿易体制を堅持するとともに、我が国の産業競争力を高めるような国際的
な事業環境整備に向け、国内経済政策と一体の対外経済政策を積極的に推進。

貿易再保険特会。独立行政法人日本貿易保険。

　我が国の流通・物流分野における構造改革に向け、情報化の推進、商慣行の改善、物
流インフラへの重点的投資等を推進。また、経済活動の主たる消費者が自己責任に基づ
いて安心して取引が行えるよう、消費者取引のルール整備や各種の製品安全規制を実
施。
　ならびに電力、都市ガス、熱供給の保安、火薬類、高圧ガス、石油コンビナート、液
化石油ガス、鉱山等の保安対策を実施。

　主要政策の総合調整、法令の審査、予算の策定、政策の評価、情報公開の推進、組
織・人事の管理などの総合的なマネジメントを実施。また、生産、販売、消費等の経済
の動きの調査、統計化・分析等を実施。

　民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物
資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ること。

業　　　　務　　　　の　　　　概　　　　要

　強靱な経済・社会システムの実現に向けた我が国経済の構造改革の推進や、新たな産
業を生み出す事業環境の整備を推進。

  各地域が、それぞれの特色・強みを活かした総合的な産業政策を自らの創意工夫で積
極的に展開することにより、地域経済の活性化を図るため、様々な地域経済産業政策を
推進。

独立行政法人経済産業研究所。
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（外局等）

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

独立行政法人中小企業基盤整備機構。

  知的財産立国の実現に向け、優れた技術の権利化・保護、先端技術の創造を促す制度
のあり方の検討や、特許の活用に向けた環境整備等を実施。

　経済活性化と雇用拡大の原動力となる元気な中小企業を育成するため、個人の起業や
中小企業の新事業・新分野への挑戦支援を実施するとともに、やる気と能力のある中小
企業の破綻を回避すべくセーフティネット対策を推進。

特許特会。独立行政法人工業所有権情報・研修館。

エネルギー対策特会。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構。

　世界におけるエネルギー需給構造の変化を踏まえ、国内のエネルギーの安定供給確保
に向けた諸施策を実施するとともに、地球環境問題への対応など、総合的なエネルギー
政策を実施。
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２．経済産業省の組織及び定員 

○ 組織及び定員（平成２８年３月末現在）

　（本省内部部局） （施設等機関）

(特) 20名
北海道、東北

関東、中部

近畿、中国

四国、九州

　（外　局） 

※注・・・(一)：一般会計　　(貿)：貿易再保険特別会計　　(特)：特許特別会計

  (エネ需)：エネルギー対策特別会計 エネルギー需給勘定

特 許 庁 (特) 2,821名

中 小 企 業 庁 (一) 202名

資源エネルギー庁 (一) 399名 (ｴﾈ需) 52名

商務流通保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ

経済産業政策局 (一) 1,702名 (一)

通商政策局     

貿易経済協力局

産業技術環境局

製造産業局
    

商務情報政策局

311名

地域経済産業ｸﾞﾙｰﾌﾟ
    

（地方支分部局）

大臣官房 経済産業研修所 経済産業局 産業保安監督部等

（地方支分部局）

26名

副大臣(2)

大臣政務官(2) 

事務次官(1)    

経済産業審議官(1)      

（貿）

経 済 産 業 省 8,023名

大臣        本省 (一) 2,490名
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３．経済産業省における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

 

（単位：百万円）
○一般会計（経済産業省所管）

主管の収納済歳入額 176,991 支出済歳出額 1,234,252

○貿易再保険特別会計 　
　

　・補助金 280,680
再保険収入 47,374 再保険費 21,040 　・独立行政法人 
一般会計受入 1,600 事務取扱費 419 　  運営費交付金 152,894
独立行政法人納付金収入 - 一般会計繰入 - 　・委託費 42,587
雑収入 10,062 積立金 37,577   ・補給金 19,671
計 59,037 計 59,037

○特許特別会計

特許料等収入 112,167 (独)工業所有権情報・研修館
一般会計受入 17 運営費 10,594
雑収入 434 事務取扱費 116,783
前年度剰余金受入 206,463 施設整備費 824
独立行政法人納付金収入 - 翌年度歳入繰入

　一般会計 -
　特許特別会計 190,880

計 319,082 計 319,082

○エネルギー対策特別会計

【エネルギー需給勘定】
一般会計受入 504,470 エネルギー需給勘定 2,240,221
石油証券及借入金収入 1,419,000 翌年度歳入繰入
備蓄石油売払代 33,522 　一般会計 0
独立行政法人納付金収入 - 　エネルギー対策特別会計
雑収入 24,495 　エネルギー需給勘定 395,719
前年度剰余金受入 654,419
計 2,635,940 計 2,635,940
【電源開発促進勘定】
一般会計受入 146,370 電源開発促進勘定 168,460
周辺地域整備資金受入 11,800 翌年度歳入繰入
独立行政法人納付金収入 - 　エネルギー対策特別会計
雑収入 887 　電源開発促進勘定 18,940
前年度剰余金受入 28,342
計 187,400 計 187,400
【原子力損害賠償支援勘定】
一般会計受入 0 原子力損害賠償支援勘定 5,699,180

翌年度歳入繰入
5,432,296 エネルギー対策特別会計

原子力損害賠償支援勘定 129,793
4,178

254,019
雑収入 18
前年度剰余金受入 138,461

計 5,828,973 計 5,828,973

○東日本大震災復興特別会計

雑収入 61,313 支出済歳出額 125,111
配賦財源 63,797

計 125,111 計 125,111

　一般会計から特別会計への繰入れの内容
（単位：百万円）

経済産業省における会計・特殊法人等の間の財政資金の流れ

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

原子力損害賠償支援証券及
借入金収入
原子力損害賠償支援資金受
入
原子力損害賠償・廃炉等支
援機構納付金収入

歳　　　　　　　入 歳　　　　　　　出

会　計　名 内　　　　　　　　　容 金　　　額

貿易再保険特別会計
重債務貧困国等の債務返済負担の軽減の実施のため
に必要な資本としての繰入

1,600 

特許特別会計
「特別会計に関する法律」の規定により、登録免許
税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事
務に要する経費に充てるための繰入

17 

エネルギー対策特別会計（エネルギー需給
勘定）

「特別会計に関する法律」の規定による平成２７年
度において見込まれる石油石炭税収入相当額の燃料
安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に
要する費用の財源に充てるための繰入

504,470 

エネルギー対策特別会計（電源開発促進勘
定）

「特別会計に関する法律」の規定による平成２７年
度において見込まれる電源開発促進税収入相当額の
電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源
に充てるための繰入

146,370 

エネルギー対策特別会計（原子力損害賠償
支援勘定）

「特別会計に関する法律」の規定による原子力損害
の賠償の迅速かつ適切な実施等に対応するため原子
力損害賠償支援対策に要する費用の財源に充てるた
めの繰入

0 
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４．一般会計の平成 27年度歳入歳出決算の概要 

平成 27年における一般会計の決算の計数を表示すると、次の通りです。 

なお、計数は単位未満を切り捨てたものであり、合計とは合致しません。 

符号については、「0＝単位未満、－＝皆無」という意味になります。 

 

(1)歳入 （単位：百万円）

区               分
（　部　）

歳入予算額 収納済歳入額 差 引 額 備　　考

　　政府資産整理収入 4,295 8,749 4,454 

　　雑収入 146,631 168,241 21,610 

　　経済産業省主管合計 150,926 176,991 26,064 

(2)歳出 （単位：百万円）

区               分
（　組　織　・　項　）

歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不  用  額

(組織)経済産業本省 338,400 322,799 9,317 6,284 
 001 経済産業本省共通費 44,772 44,051 95 625
 002 経済産業本省施設費 1,003 880 117 5
 003 産業人材育成費 1,788 1,690 - 97
 004 独立行政法人経済産業研究
所運営費

1,437 1,437 - -

 005 技術革新促進・環境整備費 55,426 54,010 1,069 346
 781 地球環境保全等試験研究費 25 24 - 0

 006 登録免許税納付確認等事務
費特許特別会計へ繰入

17 17 - -

 007 国立研究開発法人産業技術
総合研究所運営費

62,687 62,687 - -

 008 国立研究開発法人新エネル
ギー･産業技術総合開発機構運営

10,280 10,280 - -

 009 基準認証政策推進費 2,750 2,618 - 131
 010 独立行政法人製品評価技術
基盤機構運営費

6,907 6,907 - -

 029 独立行政法人製品評価技術
基盤機構施設整備費

6,129 6,129 - 0

 011 経済産業統計調査費 1,579 1,443 - 135
 012 ものづくり産業振興費 44,263 43,881 - 381
 013 サービス産業強化費 2,417 1,015 481 920

 656 科学技術イノベーション創
造推進費

9,363 9,333 - 29

 014 情報技術利活用促進・セ
キュリティ対策推進費

8,460 6,990 1,119 349

 015 独立行政法人情報処理推進
機構運営費

12,450 12,450 - -

 016 国際交渉・連携推進費 5,711 4,641 694 375
 017 独立行政法人日本貿易振興
機構運営費

29,875 29,875 - -

 018 海外市場開拓支援費 7,851 7,239 15 596
 019 貿易投資促進費 3,282 1,830 1,290 161
 020 再保険費貿易再保険特別会
計へ繰入

1,600 1,600 - -

 021 貿易管理費 949 427 476 45
 022 地域経済活性化対策費 6,227 3,698 1,872 657
 636 沖縄振興推進調査費 9 8 - 1
 601 沖縄振興交付金事業推進費 14 3 - 10
 023 工業用水道事業費 2,867 1,880 916 70
 721 水資源開発事業費 241 198 42 -
 803 総合特区推進調整費 1,990 819 928 242
 024 環境政策推進費 789 618 - 170
 025 産業保安費 3,978 3,050 186 741
 026 消費者行政推進費 531 447 - 83
 027 化学物質管理推進費 718 606 9 102
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（単位：百万円）

区               分
（　組　織　・　項　）

歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不  用  額

(組織)経済産業局 14,635 14,464 - 170 
 061 経済産業局共通費 14,404 14,274 - 129
 062 経済産業局施設費 123 106 - 16
 063 経済産業統計調査費 107 83 - 23

(組織)産業保安監督官署 2,716 2,660 - 55 
 071 産業保安監督官署共通費 2,651 2,616 - 34
 072 産業保安費 64 44 - 20

(組織)資源エネルギー庁 661,638 661,007 371 258 
 081 資源エネルギー庁共通費 4,005 3,909 - 95
 082 鉱物資源安定供給確保費 3,175 2,640 371 163
 083 独立行政法人石油天然ガス･
金属鉱物資源機構運営費

3,616 3,616 - -

 084 石油石炭税財源燃料安定供
給対策及エネルギー需給構造高度
化対策費エネルギー対策特別会計
へ繰入

501,950 501,950 - -

 088 燃料安定供給対策及エネル
ギー需給構造高度化対策費エネル
ギー対策特別会計へ繰入

2,520 2,520 - -

 085 電源開発促進税財源電源立
地対策及電源利用対策費エネル
ギー対策特別会計へ繰入

137,757 137,757 - -

 086 電源立地対策費エネルギー
対策特別会計へ繰入

8,612 8,612 - -

(組織)中小企業庁 397,505 233,321 144,613 19,570 
 101 中小企業庁共通費 2,276 2,207 - 69
 102 経営革新・創業促進費 206,968 73,598 118,522 14,847
 103 独立行政法人中小企業基盤
整備機構運営費

19,025 19,025 - -

 104 中小企業事業環境整備費 48,182 37,301 8,694 2,186
 105 経営安定・取引適正化費 121,051 101,188 17,396 2,466

経済産業省所管合計 1,414,895 1,234,252 154,302 26,339 
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５．公債関連情報 

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高               7,736,758億円 

・当該年度に発行した公債額             349,182億円 

・当該年度の利払費                  76,078億円 

② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等を基礎とし

て各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額        131,579億円 

・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額       7,365億円 

・当該年度の利払費のうち当省配分額          1,299億円 
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