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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇役職員の給与等の水準の適正化 

・民間給与実態調査に基づく人事院勧告を踏まえ給与等を決定するなど給与等の水準の適正化を図った（平成２６
年度のラスパイレス指数は１０３．７） 

・レクリエーション経費、食堂施設利用代、慶弔見舞金等については支出していない。 

・借上げ宿舎については、 「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」どおり見直している。 

役職員の給与等の水準、レクリエーション経費、食堂施設利用代、その他の法定外福利費、諸手当の適切性 

○レクリエーション経費・食堂施設利用代・慶弔見舞金について  
• 当該費用は支出していない。 

 
 
 

○宿舎の見直しについて 
• 平成２２年１２月に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」において、区分所有宿

舎６戸を売却することとの決定がなされ、平成２４年１２月に売却済み（平成２５年１月国庫納付済）。 
• 借上げ宿舎に関しては、「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」により指摘された２４戸のう

ち１６戸は既に退去済。残りの宿舎の廃止に向けて、引き続き取組みを検討中。 
  なお、廃止等の方針が明らかにされている宿舎以外の宿舎については、公務員宿舎制度との整合性を図りつ

つ、効果的・効率的な運用を前提とし、広域異動者及び緊急参集者に限るなど必要最低限の貸与を検討。 
 
 

○その他の法定外福利費、諸手当について  
• 互助組織が行う各種サービスに係る費用については、法人支出を行っていない。 
• 諸手当については、原則国家公務員と同様の支給としている。 
  （本府省業務調整手当に相当する手当の導入は予定していない） 



・「随意契約情報の公表に関する運用指針」に基づき、平成２６年度も引き続き契約の内容につい
てホームページで定期的に公表を実施。 

・平成２６年度の随意契約の割合は件数ベース３．６％、金額ベース０．１％であり、引き続き一般競
争入札等の適用の徹底を図っている。 

・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、平成２６年度においても契約監視
委員会を開催し、引き続き入札・契約の適正性を確保。 

【契約適正化のための基本的な仕組みの整備】 
 

• 採択者選考においては、透明性・公平性を確保するために、外部有識者で構成された採択
審査委員会による審査を実施。 

• 採択審査委員の審査結果を踏まえ、契約の適切性について、役職員から構成される「契約・
助成審査委員会」において慎重に審議。 

• 契約・検査に係るルールの一層の周知・徹底を図るため、「委託業務事務処理マニュアル」
を整備。 

• 監事は、随意契約の適正化の観点から全数を対象に徹底した個別監査を実施するとともに、 
「契約・助成審査委員会」における審議にも参加することで、更なる入札・契約の適正化を推
進。 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（8）随意契約の見直しに関する事項 

随意契約の見直し等による入札・契約の適正化を実施① 

◇入札・契約の適正化 



【 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づく点検及び見直し】 

• 仕様書内容の見直しや公告・公募期間の十分な確保、メール配信サービス登録の慫慂、技術開発等で一者しか
提案がなかった場合の公募期間延長など、一層の競争拡大に向けた取組を推進。 

• 契約監視委員会においては、「随意契約等見直し計画」（平成２２年4月策定）に基づき、競争性のない随意契約や
一者応札・応募等の点検及び見直しを実施。また、２年連続一者応札・応募の案件についても報告及び点検を実
施し、ホームページで点検結果を公表。 
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一般競争入札 指名競争入札 企画競争 公募 合計 

25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 

二者以上 48 48 1 0 173 391 0 0 222 439 

一者 8 4 0 0 33 45 0 0 41 49 

合計 56 52 1 0 206 436 0 0 263 488 

一者の割合 14.3% 7.7% 0.0% 0.0% 16.0% 10.3% 0.0% 0.0% 15.6% 10.0% 

（件数ベース） 

25年度 26年度 

件数 金額 平均落札率 件数 金額 平均落札率 

競争入札 57 730,655 76.3% 52 3,306,100 72.9% 

企画競争・公募 206 45,667,661 436 87,927,994 

随意契約 26 110,623 18 91,769 

合計 289 46,508,939 506 91,325,863 

随意契約の割合 9.0% 0.2% 3.6% 0.1% 

（単位：件、千円、％） 

2. 業務運営の効率化に関する事項（8）随意契約の見直しに関する事項 

◇入札・契約の適正化 

随意契約の見直し等による入札・契約の適正化を実施② 



• 現行の情報基盤サービス業務（～平成２７年１０月）の後継業務を国の公共サービス改革基本方
針に基づく官民競争入札等の対象として選定し、入札を実施。  

• 「独立行政法人が支出する会費の見直し」（平成２４年３月２３日行政改革実行本部決定）に基づき、
公益法人への会費の支出について、四半期ごとに支出先法人名、金額等を公表。  

• 「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、公益法人に対する支出状況の公表・点検・見直しを実施。 
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2. 業務運営の効率化に関する事項 ◇官民競争入札等の活用 

◇公益法人等に対する支出の適正化 

 官民競争入札の活用および公益法人等に対する支出の適正化 

次期情報基盤サービス調達のための民間競争入札の実施 

平成２６年６月 内閣府官民競争入札等監理委員会事務局へ実施要項(案)提出 

８月 実施要項案意見募集、仕様書案意見招請 

１１月 官民競争入札等監理委員会審議 

１２月 入札公告掲載 

平成２７年２月 入札〆切 

３月 落札者決定 



・機構運営の重要事項は、理事長が統括する運営会議において審議。監事も出席し理事長のリーダーシップ・内部
統制機能強化と監事の監査機能強化を確保。監査・委員会（監事監査、内部監査、契約監視委員会及び契約・助
成審査委員会）の結果について、適時適切に理事長への報告を実施。 

・理事長をヘッドとするコンプライアンス推進委員会を開催（５月）し、リスク懸念事案に係る前年度の対応を踏まえ、
コンプライアンス行動計画を策定。 

・ メール誤送信を契機に情報漏洩リスクを低減すべく情報管理体制を強化。外部の第三者機関を活用し、包括的な
情報管理体制点検を実施。情報管理は適切で漏洩対策は概ね保険会社並みの高い水準との評価。 

・コンプライアンス研修や標的型メール対応模擬訓練（４回）､全役職員対象のｅラーニングなど、職員向け研修を計２
６回開催｡事業者における不正事案発生を抑制するため事業者説明会を計３２回開催｡  

理事長、副理事長 
コンプライアンス総括管理者（総務担当理事） 

総務部 
コンプライアンス副総括管理者（総務部長） 
総務部コンプライアンス推進室 

コンプライアンス推進委員会 
（理事長、副理事長、関係理事、関係部長） 

コンプライアンス責任者（各部の部長） 

コンプライアンス担当者 

顧問弁護士 
（外部通報窓口） 

検査・業務管理部 
（不正告発窓口） 

事業者等 

【コンプライアンス推進体制】 

人事部 
（内部通報窓口） 人事部長 

総務部 
（通報連絡窓口） 

職員 
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2. 業務運営の効率化に関する事項（9）コンプライアンスの推進 

コンプライアンス体制の整備による内部統制の強化 

【コンプライアンス推進に関する意識向上対策】 

 ・外部有識者を講師とするコンプライアンス研修（講演会）を開催（２回） ・推進室職員による新規入構職員向け基礎研修を実施（１２回）。 

 ・情報漏洩に係るヒヤリハット事案内容・再発防止策の周知、個人情報保護の理解促進を図る個人情報保護担当者会議を開催（４回）。 

 ・今後、更なる情報管理体制強化と客観的な信頼性取得のため、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）に関する国際規格（ＩＳＯ/  
ＩＥＣ/ＪＩＳ Ｑ２７００１）の認証取得を進める。                 

 ・個人情報保護ｅラーニングを実施（全職員が受講）。 

 ・事業者不正事案の発生を防止するため、事業者説明会等において、事業者の意識向上を図った（３２回開催）。また実際の費用計上・資
産計上における不正行為への具体的な防止策の新規導入に加え、事業者代表者との面談、不正行為等事例集の配布なども実施。 

 ・全役職員を対象に「情報セキュリティｅラーニング」「情報セキュリティ対策自己点検」を実施。また「標的型メール攻撃訓練」を実施（４回）。 



【新規事業者等に対する経理指導】 
 ＮＥＤＯ事業に初めて参画する事業実施者や公的資金を初めて受け入れる事業実施者に対して、経理指導等
を実施。公的資金の適正な執行等について、以下の取り組みを実施。 

• 採択決定時に新規事業者を集めた事務取扱説明会を開催し、事務手続きの要点及び契約・検査に係る
具体的な経理内容の説明を実施。 

• 事業実施者には、検査時間の確保が容易な中間検査において、積極的に現地検査を実施し、研究の実
施状況を把握するとともに、新規事業者等に対しては現地で個別に経理指導を実施。 

112 

2. 業務運営の効率化に関する事項（9）コンプライアンスの推進 

事業実施者における不正行為抑制に向けた取組 

• 助成金の不正請求行為が発覚した事業者については、交付決定の取消、助成金の返還請求と
いった措置を行うと共に、必要に応じ、新たな助成金交付等の停止処分を行い、当該内容を公表。 

• 事業実施者に対する検査研修（コンプライアンス研修）を年５回開催し、公的資金の適正な執行を
周知。 

• 事業実施者における不正行為等を抑制するため、新規事業者や公的資金を初めて受け入れる事
業者に対して経理指導を実施。 

【事業実施者に対する検査研修】 
  公的資金の適正な執行を確保するため、事業実施者に対して６月・９月・１０月・１２月・１月の計５回、全国６
箇所（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡）で検査研修（コンプライアンス研修）を開催（６９７名参加）。 

  検査研修では、事業者用の委託契約等検査マニュアルを配付し、公的資金を取り扱うにあたっての心構えや
事業者におけるコンプライアンスの取組や法令・規定等に則した適正な経費執行について周知。 



•監事監査との重複を避け、かつ監査内容の情報共有を図るため、監事との情報交換により適切な
内部監査を実施。また、会計監査人と内部監査の状況を情報共有することで、内部統制について
確認。 

•基本方針に基づいて、重点項目を設定するなどして監査計画を作成するとともに、調書等を活用し
て効率的に業務監査及び会計監査を実施。 

 ◆ 平成２６年度に実施した内部監査 
 
 
  

  内部監査規程に基づき、内部監査計画及び内部監査実施計画を作成し、監査を実施した。     
   
    

会計監査人 

監事監査 内部監査 

監査項目 監査結果 

業務
監査 

委託事業終了後の成果報告書
の提出・管理状況について  

チェックシートによる確認と総括担当による二重チェック
を行うこととした。 

補助・助成事業に係る文書の整
理及び保存状況等について  

総務部より文書管理担当者会議での周知徹底及び文書
管理マニュアルの見直しについて検討を指示した。  

会計
監査 

最先端研究開発支援プログラム
の適正な運用等について  

精算等の事務処理が適正に行われているか監査したと
ころ、本件事業に係る事務処理は諸規程に則って適正に
行われていることを確認した。  

債権管理について  

過払い金、収益納付、研究用資産の有償譲渡による納
付金等の回収、督促等の管理状況等について、これらの
納付金は適正に認識されており、延滞債権についても適
正に管理されていることを確認した。  
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2. 業務運営の効率化に関する事項（9）コンプライアンスの推進 

内部監査の実施 
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3．財務内容の改善に関する事項 



繰越欠損金の増加の抑制 
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3. 財務内容の改善に関する事項 （１）繰越欠損金の増加の抑制 

＜平成２６年度実績＞ 
 ・研究成果の事業化の状況や売上等の状況について１０９件の報告を徴収。 
 ・研究委託先等への現地調査を５５回実施し、総額約２８百万円の収益納付（収益納付累計額

は約１１９百万円）。 

・基盤技術研究は、ＮＥＤＯが国から出資された資金を用いて民間企業等に対する委託事業により
実施しているため、事業を遂行する過程で制度的に欠損金が不可避に生じるという特殊要因があ
る。 

・そのような中、繰越欠損金の圧縮に向け、管理費の低減に努めるとともに委託契約に従った売上
等の納付を研究開発委託先に対し慫慂。今年度の収益納付は約２８百万円となり、収益納付累計
額は約１１９百万円となった。 
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基盤技術研究の事業概要 
 基盤技術研究の成果は国民生活、社会経済活動の基盤をなすばかりでなく、革

新的な技術体系をもたらし、新規市場の創出等様々な波及効果が期待できる知

的資産を産み出す一方で、研究開発リスクが高く、企業単独で取り組むことが困

難であり、成果が開花するまでには相当の投資と期間を要する。このため、基盤

技術研究に対し、ＮＥＤＯが国から出資を受けて委託事業として支援を実施。 

 本事業においては、政府出資金を原資として事業を実施（費用として計上）する

仕組みとなっていること及び民間企業と同一の会計処理を法律により義務化され

ていることから、事業を遂行する過程で、会計上の欠損金が不可避に生じる。 

 なお、平成２６年度末の繰越欠損金は６２７．４億円。平成２５年度の事業終了後、

新たな事業は行わないこととしているため、繰越欠損金の額は増加しない。 

国 

ＮＥＤＯ （基盤技術研究促進勘定） 

民 間 企 業 等 

出資金 

技術開発委託費 

＜事業スキーム＞ 

※基盤技術とは、利用分野の広がりとしての波及
性、及び性能・生産性の向上に与えるインパクト
の大きさとしての効果・効用が大きい技術 



・算定基準を見直した価格算定に基づき、取得財産の有償譲渡を行うなど、自己収入の獲得に努め
た。 

・保有土地（伊東敷地）について、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）に基づき、平成２６年１１月に入札公告期間を従来より長く設けるとともに、不動産鑑
定評価による価格の見直しを反映した最低売却価格を初めて公表し入札を行ったが、応札者なし
による不調の結果となった。今後についても、引き続き更なる処分手続方法の検討を行い、売却処
分に努めていく。 

・全ての現預金、有価証券について、機構内において保有の必要性、保有目的に照らした規模の適
切性等を把握・検討した上で、精緻な執行管理を実施。 

116 

3. 財務内容の改善に関する事項（2）自己収入の増加へ向けた取組、資産の売却等 
 

自己収入増加の検討と適切な資産管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•伊東敷地については、引き続き適切な管理を行いつつ、今後も売却処分方法を検討のうえ、手続
を実施。 

•長期的に保有する金融資産（投資有価証券など）の必要性については、業務を実施する上で必
要な資金として政府から出資を受けたものであり、業務の遂行に応じて業務費へ充当するなど有
効に活用。 

•前記の資産を除き、保有する全ての現預金は、運営費交付金(債務)に対応した研究開発等の事
業資金が大半であり、事業の進捗状況に応じ、事業者への支払等に努めるなど、精緻な執行管
理を実施。  

•融資等業務以外の貸付金は、当機構では保有していない。  



・独立行政法人における運営費交付金のメリットを最大限に活用するという観点を踏まえ、事業の進
捗管理の徹底、期中における適切な予算追加投入を行う等、機動性・弾力性を確保。 

・期末における交付金債務は５８８億円、平成２６年度予算額に対して３６．９％。補正予算及び相手
国政府側の手続き遅延等を含む国際事業等、やむを得ない事情により発生した債務等を除いた場
合は２６８億円となる。 

早期執行に向けた予算執行管理の高度化 
 ・執行状況調査において未執行額の精査を行い、不要不急な予算を開発成果創出促進制度として有効活用する

運用を実施。積極的な事業計画の前倒しにより成果の最大化が期待できる案件等に対して追加配賦。 

 ・事業の進捗状況に応じ、事業者への支払等に努めるなど、精緻な執行管理を実施。  

平成２６年度の取組み 

運営費交付金債務額の推移 
 ・ 平成２６年度末の運営費交付金債務は総額５８８億円となったが、年度末に交付された補正予算（３４億円）及

び国際事業における相手国政府側の手続き遅延等（２８７億円）、やむを得ない事情により発生した債務等が主
な要因となっている。 

3. 財務内容の改善に関する事項（３）運営費交付金の効率的活用の促進 
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運営費交付金の効率的活用の促進 

（単位：億円） 

  

平成２５年度 平成２６年度（Ｐ） 

  
  

うち当初予算 

うち補正予算 

うち当初予算（SIPを含む） 

うち補正予算 
  

相手国起因
等 

  
  

  
相手国起因

等 

運営費交付金総額（A） 1,211 1,109 102 1,594 1,560 34 

運営費交付金債務額（Ｂ） 345 243 128 102 588 555 287 34 

債務残高割合(B/A) 28.5% 21.9% 11.5% 100% 36.9% 35.5% 18.4% 100% 
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３．財務内容の改善に関する事項  （４）剰余金の適正化 

•機構の主たる業務である研究開発関連業務は、運営費交付
金等を財源として着実に実施しており、その支出額を限度に
収益化等を行っていることから、これにより利益剰余金が発
生することはない。 

•平成２６年度末の利益剰余金は、４勘定（一般勘定、電源利
用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継勘定）で計８２．７
億円が計上された。 

•この利益剰余金は、主に以下の発生要因により生じたもの。 

[一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需給勘定]  

利益剰余金の推移 

（単位：億円） 

勘定名 
平成 

25年度末 
平成 

26年度末 

一 般 勘 定 10.9 18.9 

電 源 利 用 勘 定 4.6 6.0 

エネルギー需給勘
定 

27.9 57.7 

鉱 工 業 承 継 勘 定 0.1  0.1 

合計 43.4  82.7 

・平成２６年度末の利益剰余金は主に研究開発資産売却収入等であり、４勘定（一般勘定、電源利
用勘定、エネルギー需給勘定、鉱工業承継勘定）で計８２．７億円を計上。  

剰余金の適正化① 

終了した研究開発事業に係る資産について、他の
事業への利活用調査を行った上、適切に処分。 
⇒研究開発資産売却収入 



[目的積立金を申請していない要因] 

＜主たる業務からの目的積立金＞ 

当機構の主たる業務である技術開発関連業務は、外部の民間企業・大学等を最適に組み合わせた実施体制に対す
る委託や助成により実施しているが、その技術開発の成果と費用とを関連付けることが困難なことなどから、支出額
を限度として収益化を行っており、主たる業務からは利益が発生せず、目的積立金の原資はない。 

一方、附帯的業務等に起因して利益が発生しているものの、以下の理由により目的積立金の申請は行っていない。 

・主たる業務である技術開発関連業務は、支出額を限度として収益化を行っており、利益は発生してい
ない。 

・一方、附帯的業務等により、研究開発資産売却収入等による利益が発生している。これらの利益は、
総務省の示す認定基準に合致しないことから、目的積立金の申請はしていない。 

[目的積立金] 

目的積立金は、独法会計基準上、独立行政法人の
経営努力（※）により生じたとされる額である。 

（※）＜経営努力の概念（総務省）＞  

①法人が新規性・自主性のある活動により、 
②運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等
に基づかない収入を増加させたり、費用を節減させたりする
ことを通じ、 
③当該事業年度において利益を増加させるもの 

＜利益の主な発生要因＞ 

終了した技術開発事業に係る研究開発資産売却収入 

当機構が保有する特許権等の知的財産権実施料収入 

受取利息の財務収益等 

＜総務省の示す認定基準との関係＞ 

他法人の申請やその承認の状況を鑑みると、当機構で平成２６年度末
現在までに発生した利益剰余金の発生要因については、何れについて
も総務省から示された「経営努力の概念」として認められることが困難。 

 

今後、目的積立金を巡る動向（経営努力の概念等）を見極めつつ、当
機構として目的積立金の申請対象が生じればこれを実施する予定。 
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３．財務内容の改善に関する事項  （４）剰余金の適正化 

剰余金の適正化② 



・貸倒懸念債権、破産更生債権等については、債権残高の解消に向けて適切なリスク管理に努める
等着実な債権回収により、２６年度末に総額１５．６億円（対前年度２百万円の減）の計上となった。 

（注）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。 
※計数は四捨五入のため端数が合計と一致しないものがある。 
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区分 期首残高 当期増減額 期末残高 摘要 

【一般勘定】 
    未収金（研究開発等業務） 

247,431 
(247,431） 

△108 
（△108） 

247,323 
(247,323） 

（注） 
 

 【エネルギー需給勘定】 

  求償権 1,213,226 
（1,213,226） 

7,826 
（7,826） 

1,221,052 
（1,221,052） 

（注） 
 

  未収金（研究開発等業務） 28,975 
(28,975) 

△5,866 
(△5,866) 

23,110 
(23,110) 

（注） 

【鉱工業承継勘定】 

  貸付金 70,181 
（70,181） 

△3,600 
（△3,600） 

66,581 
（66,581） 

（注） 
 

  未収金 4,829 
（4,829） 

0 
（0） 

4,829 
（4,829） 

（注） 
 

【法人合計】 

貸付金等の合計値 1,564,643 
(1,564,643) 

△1,748 
(△1,748) 

1,562,895 
(1,562,895) 

（注） 

貸し付け残高に占める貸倒懸念債権及び
破産更生債権等の割合（％） 100% 100% 

（単位：千円） 

リスク管理債権の適正化① 

(５)債務保証経過業務、貸付経過業務 リスク管理債権適正化 
３．財務内容の改善に関する事項 



リスク管理債権を有する全ての事業について、計画的な債権回収を実施した。 
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事業名称 

貸倒懸念債権、

破産更生債権

等 （千円） 

管理状況 等 

新 エ ネ ル ギ ー

利用等債務保

証制度 

（エネルギー需

給勘定） 

１，２２１，０５２  債務者の経営状況及び資金収支等の把握により適切なリスク管理を行い、債務

者との返済交渉等、債権回収額の最大化に向け管理・回収を行っている。平成２６

年度においては、代位弁済済額１２億円、保証債務残高２７億円、保証債務損失

引当金残高１６億円となっている。 

 今後も同様に債権の管理・回収を適切に行っていく。  
・本債務保証業務については、「経済産業省所管独立行政法人の改革について」（２２．４．１９経済産業

省公表）に基づき、２２年度から新規引受を停止。 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
（２２．１２．７閣議決定）において、本業務の原資である基金２０億円（政府出資金）については、既存
の保証契約に必要な額を算定し、不要額が確定次第、順次国庫返納することとされている。今後、既
存の保証契約の償還が進み必要額が算定出来た段階で、不要額を国庫に返納する予定。 

研究開発等業

務（一般勘定、

エ ネ ル ギ ー 需

給勘定） 

２７０，４３３  委託等事業等における過払い金等の返還処理において、返還が一部滞った案

件が発生したために計上したもの。 

 今後も債権の適切な管理・回収に努めていく。 

鉱工業承継業

務(鉱工業承継

勘定) 

７１，４１０    

 

 

 

 債務者の経営状況及び資金収支等の把握により適切なリスク管理を行い、債務

者との返済交渉等、債権回収額の最大化に向け管理・回収を行っている。平成２６

年度においては残っている破産更生債権２件について回収に努め、うち １件につ

いて一部弁済を受けた。（回収実績額 ３．６百万円） 

  今後も債権の管理・回収を適切に行っていく。 

(５)債務保証経過業務、貸付経過業務 リスク管理債権適正化 
３．財務内容の改善に関する事項 

リスク管理債権の適正化② 



3. 財務内容の改善に関する事項 
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（６）年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用の適正化 

【新年金制度への移管】 
 
○昭和５３年７月、７法人により「通商産業関係特殊法人厚生年金基金」を設立し、国の厚生年

金の一部を代行するとともに、基金独自の年金を上乗せ給付してきた。 
 
○代行返上及び新年金制度への移行について、加入員、受給者等の同意が得られ、厚生労働

省に認可申請を行ったところ。（※平成２７年４月１日付けで「代行返上及び新年金制度への
移行」について認可された。） 

 
○新たな年金制度では、従来の年金制度から予定利率及び給付額の引き下げ等を実施。財政

の健全化を図っている。 

・「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
の施行（平成２６年４月）を踏まえ、「代行返上」 及び「新たな年金制度への移行」を実施 

 （平成２７年４月認可）。 
 

・年金資産は平成２７年度末までは「通産関係独立行政法人厚生年金基金」を通じて金融機関に運
用を委託。なお、年金資産合計は２８６億円（平成２６年度末時点）。 

年金等の事業運営のための資金運用の適正化 



•関連法人のうち、特定関連会社、関連会社に該当する法人は無く、関連公益法人等に該当する法
人は２３法人(平成２６年度末現在)。なお、関連法人への再就職及び補助金支出や取引等の状況
を財務諸表に明記。 

•閣議決定に基づき、ＮＥＤＯとの取引高等で関係性を有する法人について公表。 

•入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事による監査を実施。 
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3. 財務内容の改善に関する事項（７）関係法人等への支出の適正化 
 

関連法人 特定関連会社 

関連会社 

関連公益法人等 

ＮＥＤＯが５０％以上出資している法人等 

平成２６年度末現在： 該当法人なし 

ＮＥＤＯが２０％以上出資している法人等 

平成２６年度末現在： 該当法人なし 

取引高の１／３超がＮＥＤＯとの取引である
法人等 

平成２６年度末現在： ２３法人 

関係法人等への支出の適正化を推進 

平成 
２４年度 

平成 
２５年度 

平成 
２６年度  

 特定関連会社 0 0 0 

 関連会社 0 0 0 

 関連公益法人等 27 21 23 

（財団法人） 2 0 2 

（社団法人） 1 0 0 

（技術研究組合） 22 20 19 

（NPO法人等） 2 1 2 


