
１． 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品　：定率法を採用している。

ソフトウェア：定額法を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

　什器備品 ４年～７年

　ソフトウェア ３年

(3) 引当金の計上基準

　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

財務諸表に対する注記

　役員の退職慰労金の支払いに充てるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金

　職員の退職金の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額を計上している。



２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

４． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

特定資産

  什器備品 618,776,382 304,595,267 314,181,115

  ソフトウェア 65,203,561 25,245,546 39,958,015

  小計 683,979,943 329,840,813 354,139,130

その他固定資産

  什器備品 3,124,081,850 3,016,403,571 107,678,279

  ソフトウェア 167,680,259 158,650,430 9,029,829

  小計 3,291,762,109 3,175,054,001 116,708,108

合　　計 3,975,742,052 3,504,894,814 470,847,238

（単位：円）

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　投資有価証券 4,821,138,910 578,441,054 2,693,056 5,396,886,908

　定期預金 1,200,000,000 0 575,000,000 625,000,000

  現金預金 2,745,221 0 347,554 2,397,667

小　　計 6,023,884,131 578,441,054 578,040,610 6,024,284,575

特定資産

　退職給付引当資産 1,655,180,171 140,101,708 156,180,653 1,639,101,226

　減価償却引当資産 28,882,378 203,345 0 29,085,723

　運転資金準備積立資産 521,991,000 0 70,000,000 451,991,000

　什器備品 229,347,950 242,230,660 157,397,495 314,181,115

　ソフトウェア 28,144,410 26,599,679 14,786,074 39,958,015

小　　計 2,463,545,909 409,135,392 398,364,222 2,474,317,079

合　　計 8,487,430,040 987,576,446 976,404,832 8,498,601,654

（単位：円）

基本財産

　投資有価証券 5,396,886,908 (5,372,602,333) (24,284,575) －

　定期預金 625,000,000 (625,000,000) (0) －

  現金預金 2,397,667 (2,397,667) (0) －

小　　計 6,024,284,575 (6,000,000,000) (24,284,575) －

特定資産

　退職給付引当資産 1,639,101,226 (0) (1,189,826) (1,637,911,400)

　減価償却引当資産 29,085,723 (0) (29,085,723) －

　運転資金準備積立資産 451,991,000 (0) (451,991,000) －

　什器備品 314,181,115 (314,181,115) (0) －

　ソフトウェア 39,958,015 (39,958,015) (0) －

小　　計 2,474,317,079 (354,139,130) (482,266,549) (1,637,911,400)

合　　計 8,498,601,654 (6,354,139,130) (506,551,124) (1,637,911,400)

科　　目 当期末残高
 （うち指定正味財産

   からの充当額）
 （うち一般正味財産

   からの充当額）
  （うち負債に対応

    する額）



５． 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産管理規程に基づく取引

② 信用リスクの管理

③ 市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

６． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

７． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（注）帳簿価額のうち、5,396,886,908円は基本財産の「投資有価証券」、1,400,253,108円は特定資産の
　　　「退職給付引当資産」に含まれている。

　当法人は、法人運営及び公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、国債、地方債、利付金融
債、貸付信託又は金銭信託、公社債投資信託により資産運用する。

　投資有価証券は、国債であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

（単位：円）

交付金

補助金

  独立行政法人補助金 独立行政法人

　(科学研究費補助金間接経費) 日本学術振興会

  国立大学法人等補助金 国立大学法人

　(科学研究費補助金間接経費) 東京大学他

  国立研究開発法人補助金 国立研究開発法人

　(科学研究費補助金間接経費) 物質・材料研究機構他

  大学共同利用機関法人等補助金 大学共同利用機関法人

　(科学研究費補助金間接経費) 高エネルギー加速器研究機構他

合　　計 0 1,455,187,864 1,455,187,864 0

0

150,000 150,000 0 －

20,384,700

0 52,173,864

0 3,126,300 3,126,300 0

52,173,864 0

当期
増加額

文部科学省 0 1,379,353,000
　特定先端大型研究施設
  利用促進交付金

0

補助金等の名称 交付者
前期末
残高

－

－

－

貸借対照表上
の記載区分

1,379,353,000 0

20,384,700 0 －

当期
減少額

当期末
残高

（単位：円）

種類 帳簿価額 時価 評価損益

国債 6,797,140,016 7,270,052,500 472,912,484

合　計 6,797,140,016 7,270,052,500 472,912,484



８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

９. 重要な後発事象

該当事項はない。

10. その他、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

引当金の明細

（注）当期減少額のその他8,536,400円は、退職金及び退職慰労金に係る算定基礎に変更のあった役職員の減額に
伴う取崩によるものである。

（単位：円）

目的使用 その他

賞与引当金 147,639,728 152,403,685 147,639,728 152,403,685

退職給付引当金 1,636,981,300 137,767,500 137,493,800 8,337,600 1,628,917,400

役員退職慰労引当金 16,546,000 2,177,300 9,530,500 198,800 8,994,000

期末残高
当期減少額

科目 期首残高 当期増加額

経常収益への振替額

基本財産運用益の振替（基本財産受取利息）

償却原価法償却額に対する預金減少による振替（その他雑収益）

受取補助金等(当年度事業費及び減価償却費相当分)の振替額

固定資産受贈益(当年度減価償却費相当分)の振替額

1,608,592,933

347,554

1,437,118,210

111,972,658

合　　計

59,154,511

（単位：円）

金　　額内　　容
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