
注記事項

（貸借対照表関係）

 　１．運営費交付金から充当されるべき引当外賞与の見積額 221,928,571 円

 　２．運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 3,728,666,397 円

（損益計算書関係）

当期総利益は、594,113,587円であります。

　 ２．経常費用に表示されている「国等返却予定機器費」は、受託収入を財源として取得した固定資産のうち、受託契

約において所有権の帰属が委託元であることが明らかなものについては、資産計上をせず、費用として処理するた

めの勘定科目であります。

 　３．経常費用における勘定科目の内訳は、以下のとおりであります。（損益計算書＊１～４に対応）

 ＊１  研究業務費のうち、研究委託費の内訳

  　　　 運営費交付金による研究委託費 308,840,650 円

  　　　 受託収入による研究委託費（再委託） 1,748,588,028 円

2,057,428,678 円

 　＊２  研究業務費のうち、外部委託費の内訳

調査委託費

    　　運営費交付金による委託費 35,863,714 円

    　　受託収入による委託費 17,071,328 円

52,935,042 円

研究支援業務委託費

    　　運営費交付金による委託費 187,600,879 円

    　　受託収入による委託費 81,919,269 円

269,520,148 円

322,455,190 円

   ＊３  研究業務費のうち、保守・修繕費の内訳

        修繕費 223,534,781 円

        機器保守費 429,213,953 円

        施設維持費 84,271,994 円

737,020,728 円

 　＊４  一般管理費のうち、保守・修繕費の内訳

        修繕費 2,360,817 円

        機器保守費 19,963,880 円

        施設維持費 211,768,380 円

234,093,077 円

 　４．災害損失は東日本大震災によるもので、建物・構築物の修繕費86,677,500円を計上しております。

 　５．中期目標期間の最終年度であるため、独立行政法人会計基準第８１第３項の規定に基づき、運営費交付金債

 務の残高を収益化した額 614,302,470 円

　 １．経常損益においてファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、15,644,743円であり、当該影響額を除いた



（キャッシュ・フロー計算書関係）

１．現金及び現金同等物の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 2,450,547,764 円

 　現金及び現金同等物 2,450,547,764 円

（行政サービス実施コスト計算書関係）

１．独立行政法人会計基準第２４の項目には該当しませんが、行政サービス実施コストに準ずる費用は、以下のとおりであります。

筑波共同利用施設から提供を受けている受益の費用 49,607,503 円

２．損益外減損損失相当額の詳細

　（１） 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要 （単位：円）

資　　産　　名 用　　途 種　　類 場　　　所 取得年月日 帳　簿　価　額

岡谷地区全資産  研究業務用  事務所建  長野県岡谷市 H13.4.1 56,124,515

試料乾燥棟ほか  研究業務用  雑屋建  茨城県常陸大宮市 H13.4.1 276,043

育苗温床設備  研究業務用  構築物  茨城県つくば市 H13.4.1 3,032,604

ガラス室  研究業務用  雑屋建  茨城県つくば市 H13.4.1 1,104,515

人工孵化実験棟ほか  研究業務用  事務所建  茨城県つくば市 H13.4.1 5,687,373

ボイラー室ほか  研究業務用  雑屋建  茨城県常陸大宮市 H13.4.1 426,469

合　　　　　計 　 66,651,519

　（２） 減損の認識に至った経緯

岡谷地区全資産

   第2期中期目標期間での「隔地研究チームにおける再編統合」による移転のため、減損を認識するに至っております。

試料乾燥棟ほか

   当該施設は、東日本大震災に起因し損壊したため、今後使用が想定されないことから減損を認識するに至っております。

育苗温床設備、ガラス室、人工孵化実験棟ほか、ボイラー室ほか

   当該施設は、経年による老朽化が著しく、今後使用が想定されないことから減損を認識するに至っております。

　（３） 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳　　　　　　　　（単位：円）

資　　産　　名 用　　途 種　　類 減　損　額

岡谷地区全資産  研究業務用  事務所建 56,124,388

試料乾燥棟ほか  研究業務用  雑屋建 276,035

育苗温床設備  研究業務用  構築物 3,032,600

ガラス室  研究業務用  雑屋建 1,104,496

人工孵化実験棟ほか  研究業務用  事務所建 5,687,359

ボイラー室ほか  研究業務用  雑屋建 426,462

合　　　　　計 　 66,651,340

　注：当該資産の減損額は全て損益計算書に計上しておりません。

　（４） 減損を認識した固定資産の回収可能サービス価額及び減損額 （単位：円）

資　　産　　名 帳　簿　価　額 回収可能サービス価額 減　損　額

岡谷地区全資産 56,124,515 127 56,124,388

試料乾燥棟ほか 276,043 8 276,035

育苗温床設備 3,032,604 4 3,032,600

ガラス室 1,104,515 19 1,104,496

人工孵化実験棟ほか 5,687,373 14 5,687,359

ボイラー室ほか 426,469 7 426,462

合　　　　　計 66,651,519 179 66,651,340

　注：全ての資産において取り壊し処分を予定していることから、備忘価格を持って回収可能サービス価額としております。

 

建屋及び付帯設備

建屋及び付帯設備

建屋及び付帯設備

 

備　　　　考

建屋及び付帯設備

 

備　　　　考

庁舎等主要施設

試料乾燥棟、ガラス室建屋

育苗温床及び付帯設備

備　　　　考

庁舎等主要施設

試料乾燥棟、ガラス室建屋

育苗温床及び付帯設備

建屋及び付帯設備

建屋及び付帯設備



（固定資産の減損）

当事業年度において、「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準第３減損の兆候」のうち「２（５）独立行政法人自らが、

固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。」に該当する事象が発生しております。

但し、「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解７」により、翌事業年度以降の特定の日以後に使用しないという

決定を行った場合には、使用しなくなる日において減損を認識することとなります。

○ 独立行政法人自らが、固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行った固定資産 

１．使用しないという決定を行った固定資産の用途・種類、場所等の概要 （単位：円）

用途・種類 取得年月日 備　　　考

宿泊施設 H13.4.1

　

　注：帳簿価格は、平成２２年度期首における帳簿価格であります。

２．使用しなくなる日

３．使用しないという決定を行った経緯及び理由

第３期中期目標期間において、当該寄宿舎を廃止することを第３期中期計画として策定しております。

（単位：円）

帳 簿 価 額 減損額（見込額）

18,737,578 5,093,269

18,737,578 5,093,269

　注：当該資産における回収可能サービス価額（見込額）のうち、土地勘定は正味売却価額をもって算定としております。

　　　建物及び構築物勘定は、廃止時に取り壊しを予定しているため、備忘価額をもって算出しております。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については運営費交付金により実施事業の財源が

手当てされているため、金融機関等からの資金調達は行っておりません。

未収金に係る取引相手の信用リスクは内部規程に沿って定期的な確認を行うことにより低減を図っております。

また、未払金はいずれもそのほとんどが１年以内の支払期日であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備

投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年後になります。

２．金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円）

貸借対照表

計上額

2,451

225

(458)

(213)

（注１）　負債に計上されているものについては、(　）で示しております。

（注２）　金融商品の時価の算定方法

回収可能サービス価額（見込額）

13,644,309

13,644,309

時　　価

2,451

225

寄宿舎

４．将来使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額

－

－

0

茨城県常陸大宮市

（１）現金預金

（２）未収金

使用しなくなる日

H28.3.31

資　　産　　名

寄宿舎

資　　産　　名

 合　　　　　　 計

（３）未払金

（４）リース債務 (213)

帳簿価額

18,737,578

18,737,578

資　　産　　名

寄宿舎

合　　　　　計

場　　　所

備　　　考

差　　額

－

(458)



（１）現金預金、（２）未収金

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（３）未払金

      未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（４）リース債務

      時価については、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　　　 

（資産除去債務関係）

１．当該資産除去債務の概要

　　　電離放射線障害防止規則・放射線障害予防法に係る放射線同位元素の処分義務であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

　　　使用期間を取得から2年と見積り、割引率には0.214％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

　　　期首残高 0  円

　　　有形固定資産の取得に伴う増加額 4,411,647

　　　時の経過による調整額 1,573

　　　その他の増減（△は減少） 0

　　　期末残高 4,413,220

（不要財産に係る国庫納付等関係）

不要財産として国庫納付等を行った資産

１．不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価額等の概要　　　　　　　　（単位：円）

種　　　類

 土地

 無形固定資産

　注：帳簿価格は、売却した年度の期首における帳簿価格であります。

２．不要財産となった理由

大わし地区敷地

　一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道路）新設工事予定地による、国土交通省からの割譲依頼により売却し

た土地売却収入であるため、不要財産となっております。

電話加入権

   構内電話交換設備の更新により、利用休止となっていた電話加入権を売却した売却収入であるため、不要財産と

なっております。

３．国庫納付等の方法

大わし地区敷地、電話加入権

　 現金による国庫納付を行っております。

４．譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額

大わし地区敷地 円

電話加入権 円

５．国庫納付等の額

大わし地区敷地 円

電話加入権 円

６．国庫納付等が行われた年月日

大わし地区敷地、電話加入権

７．減資額

大わし地区敷地 円5,512,106

5,038,286

207,080

5,038,286

207,080

電話加入権 208,000

平成23年3月16日

資　　産　　名 帳簿価格等

平成19年度売却

備　　　考

大わし地区敷地 5,512,106

5,720,106

平成18年度売却

合　　計

kesan
テキストボックス



不要財産として譲渡取引を行った資産

１．不要財産としての譲渡取引を行った資産の種類、帳簿価額等の概要　　　　　　　　　（単位：円）

種　　　類

 土地

 建物

　注：帳簿価格は、売却時の帳簿価格であります。

２．不要財産となった理由

　　 第２期中期目標期間において、隔地研究チームが担ってる新蚕糸技術（シルクテクノロジー）に関する研究を重点

　化し、引き続きそのニーズに責任を持って対応できる体制維持及び研究機能の集約化を計るため、平成２０年度末よ

　り松本・岡谷地区を順次つくば地区に移転したため、不要財産となっております。

３．国庫納付等の方法

　 現金による国庫納付を予定しております。

４．譲渡収入による現金納付等を行う資産に係る譲渡収入の額

　 松本地区敷地・建物等 円

５．国庫納付等の予定額

円

６．減資額

　 松本・岡谷地区全資産 円4,737,154,715

162

1,784,641,044

595,080,177

2,238,800,000

合　　計 2,238,800,162

資　　産　　名 帳簿価格等

松本・岡谷地区建物等

備　　　考

松本地区敷地




