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注 記 事 項 

 

〔重要な会計方針〕 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

    費用進行基準を採用しております。 

 

２．減価償却の会計処理方法 

  有形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物         3～33 年 

     構築物        3～28 年 

     車両運搬具        6 年 

     工具器具備品     4～20 年 

 

    また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 86）の減価償却相当額について

は、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

    退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付

に係る引当金は計上しておりません。 

    厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金

基金への掛金および年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給

付に係る引当金は計上しておりません。 

    なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会

計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額

を計上しております。 

 

４．有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的債券 

償却原価法（定額法）  

 

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(１)出版物 

個別法による低価法 
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  (２)貯蔵品 

個別法による原価法 

 

６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

  （１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費

用の計算方法 

不動産鑑定士の鑑定評価額により計上しております。 

  （２）政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10 年利付国債の平成 17 年 3 月末利回りを参考に 1.320％で計算しておりま

す。 

 

７．リース取引の処理方法 

    ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 

８．消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

  

９．キャッシュフロー計算書における資金の範囲 

資金の範囲は、手元現金、普通預金及びこれらの預金に相当する郵便貯金からな

っております。 

 

〔貸借対照表 関係〕 

運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額は、

1,995,087,324 円です。 

 

〔損益計算書 関係〕 

 

・ 業務費 人件費の内訳                

給与及び手当                    1,007,400,097 円 

法定福利費（職員）                  158,687,768 円 

 退職手当（職員）                  122,239,338 円 

 

・ 一般管理費 人件費の内訳 

役員報酬                       75,638,451 円 

法定福利費（役員）                   8,471,414 円 



36 

給与及び手当                     160,252,435 円 

法定福利費（職員）                  25,992,225 円 

退職手当（役員）                   1,396,560 円 

退職手当（職員）                    9,591,875 円    

 

〔キャッシュ・フロー計算書 関係〕 

１. 資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

       現金及び預金勘定     804,220,341 円 

       資金期末残高       804,220,341 円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

    当会計年度において新たにファイナンス・リース取引によって取得した資産の金

額は、1,890,000 円であります。 

 

〔重要な債務負担行為〕 

   重要な債務負担行為はございません。 

 

〔後発事象〕 

   重要な後発事象はございません。 
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注 記 事 項(一般勘定) 

 

〔重要な会計方針〕 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

    費用進行基準を採用しております。 

 

２．減価償却の会計処理方法 

  有形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物         3～28 年 

     車両運搬具        6 年 

     工具器具備品     5～15 年 

 

    また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 86）の減価償却相当額について

は、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

    退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付

に係る引当金は計上しておりません。 

    厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金

基金への掛金および年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給

付に係る引当金は計上しておりません。 

    なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会

計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額

を計上しております。 

 

４．有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 

 

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

出版物 

個別法による低価法 
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６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

  （１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費

用の計算方法 

不動産鑑定士の鑑定評価額により計上しております。 

  （２）政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10 年利付国債の平成 17 年 3 月末利回りを参考に 1.320％で計算しておりま

す。 

 

７．リース取引の処理方法 

    ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 

８．消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

  

９．キャッシュフロー計算書における資金の範囲 

資金の範囲は、手元現金、普通預金及びこれらの預金に相当する郵便貯金からな

っております。 

 

〔貸借対照表 関係〕 

運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額は、

356,495,700 円です。 

 

〔損益計算書 関係〕 

 

・ 業務費 人件費の内訳                

給与及び手当                    252,797,642 円 

法定福利費（職員）                  37,108,895 円 

退職手当（職員）                    1,068,000 円 

 

・ 一般管理費 人件費の内訳 

役員報酬                       44,508,820 円 

法定福利費（役員）                   4,527,680 円 
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給与及び手当                      42,688,350 円 

法定福利費（職員）                   6,263,918 円 

退職手当（職員）                                      2,155,400 円 

 

〔キャッシュ・フロー計算書 関係〕 

１. 資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

       現金及び預金勘定     156,161,058 円 

       資金期末残高       156,161,058 円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

    当会計年度において新たにファイナンス・リース取引によって取得した資産は、

ございません。 

 

〔重要な債務負担行為〕 

   重要な債務負担行為はございません。 

 

〔後発事象〕 

   重要な後発事象はございません。 
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注 記 事 項（労災勘定） 

 

〔重要な会計方針〕 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

    費用進行基準を採用しております。 

 

２．減価償却の会計処理方法 

  有形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物         6～28 年 

     構築物        3～28 年 

     工具器具備品     4～15 年 

 

    また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 86）の減価償却相当額につい

ては、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

    退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給

付に係る引当金は計上しておりません。 

    厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年

金基金への掛金および年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退

職給付に係る引当金は計上しておりません。 

    なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、

会計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加

額を計上しております。 

 

４．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

  （１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会

費用の計算方法 

不動産鑑定士の鑑定評価額により計上しております。 

  （２）政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10年利付国債の平成17年3月末利回りを参考に1.320％で計算しておりま

す。 
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５．リース取引の処理方法 

    ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 

６．消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

  

７．キャッシュフロー計算書における資金の範囲 

資金の範囲は、手元現金、普通預金及びこれらの預金に相当する郵便貯金から

なっております。 

 

〔貸借対照表 関係〕 

運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額は、

121,946,780 円です。 

 

〔損益計算書 関係〕 

・ 業務費 人件費の内訳                

給与及び手当                     39,232,836 円 

法定福利費（職員）                  6,567,935 円 

 

・ 一般管理費 人件費の内訳 

給与及び手当                      1,559,154 円 

法定福利費（職員）                    254,216 円 

 

〔キャッシュ・フロー計算書 関係〕 

１. 資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

       現金及び預金勘定     29,667,073 円 

       資金期末残高       29,667,073 円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

    当会計年度において新たにファイナンス・リース取引によって取得した資産は、

ございません。 

 

〔重要な債務負担行為〕 

   重要な債務負担行為はございません。 
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〔後発事象〕 

   重要な後発事象はございません。 
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注 記 事 項（雇用勘定） 

 

〔重要な会計方針〕 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

    費用進行基準を採用しております。 

 

２．減価償却の会計処理方法 

  有形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

     建物         8～33 年 

     構築物        3～28 年 

     車両運搬具        6 年 

     工具器具備品     4～20 年 

 

    また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 86）の減価償却相当額について

は、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

    退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付

に係る引当金は計上しておりません。 

    厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金

基金への掛金および年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給

付に係る引当金は計上しておりません。 

    なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会

計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額

を計上しております。 

 

 ４．有価証券の評価基準及び評価方法 

 満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 

 

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

個別法による低価法 
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６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

 （１）国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用

の計算方法 

不動産鑑定士の鑑定評価額により計上しております。 

  （２）政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10 年利付国債の平成 17 年 3 月末利回りを参考に 1.320％で計算しておりま

す。 

 

７．リース取引の処理方法 

    ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 

８．消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税込方式によっております。 

  

９．キャッシュフロー計算書における資金の範囲 

資金の範囲は、手元現金、普通預金及びこれらの預金に相当する郵便貯金からな

っております。 

 

〔貸借対照表 関係〕 

運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額は、

1,516,644,844 円です。 

 

〔損益計算書 関係〕 

・ 業務費 人件費の内訳                

給与及び手当                     715,369,619 円 

法定福利費（職員）                 115,010,938 円 

退職手当（職員）                  121,171,338 円 

 

・ 一般管理費 人件費の内訳 

役員報酬                       31,129,631 円 

法定福利費（役員）                   3,943,734 円 

給与及び手当                     116,004,931 円 

法定福利費（職員）                  19,474,091 円 

退職手当（役員）                     1,396,560 円 
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退職手当（職員）                                    7,436,475 円 

 

〔キャッシュ・フロー計算書 関係〕 

１. 資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

       現金及び預金勘定     618,392,210 円 

       資金期末残高       618,392,210 円 

 ２．重要な非資金取引の内容 

    当会計年度において新たにファイナンス・リース取引によって取得した資産の金

額は、1,890,000 円であります。 

 

〔重要な債務負担行為〕 

   重要な債務負担行為はございません。 

 

〔後発事象〕 

   重要な後発事象はございません。 


