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財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。（収益性の低下に基づく簿価切下の方法により算定）
（２）固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・・定率法による減価償却を実施している。主な耐用年数は８年である。
ソフトウエア・・・定額法による減価償却を実施している。
リース資産・・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
①貸倒引当金・・・・・・・・一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上している。
②賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上して
いる。
③退職給付引当金・・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、
当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己
都合要支給額を基礎として計算している。
④支払備金・・・・・・・・・・保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等で、保険金等の支出として
計上していないものに備えるため、認可特定保険業者等に関する命令（平成２
３年５月１３日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省令第１号 最終改正：平成２９年３月２４日）
の第４６条の規定に基づき計算した額を計上している。
⑤責任準備金・・・・・・・・保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、認可特定保険業者
等に関する命令（平成２３年５月１３日内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第１号 最終改正：
平成２９年３月２４日）の第４３条の規定に基づき計算した額を計上している。
（４）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は現金及び現金同等物であり預入期間が3ケ月を超える
定期預金は除いている。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
普通預金
定期預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
長期運転資金貸付準備資産
ＲＩＣシステム支援機能整備資金
ＲＩＣシステム更改費用準備資金
什器備品
ソフトウェア
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

100,000,000
1,250,000
101,250,000

0
0
0

0
0
0

100,000,000
1,250,000
101,250,000

73,671,900
900,000,000
99,292,000
62,000,000
2,561,996
100,236,057
1,237,761,953
1,339,011,953

14,437,700
900,000,000
0
0
0
0
914,437,700
914,437,700

4,801,400
900,000,000
99,292,000
0
1,024,803
34,694,689
1,039,812,892
1,039,812,892

83,308,200
900,000,000
0
62,000,000
1,537,193
65,541,368
1,112,386,761
1,213,636,761

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科

目

基本財産
普通預金
定期預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
長期運転資金貸付準備資産
ＲＩＣシステム支援機能整備資金
ＲＩＣシステム更改費用準備資金
什器備品
ソフトウェア
小
計
合
計

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財
産からの充当額) 産からの充当額)

100,000,000
1,250,000
101,250,000

(15,000,000)
―
(15,000,000)

(85,000,000)
(1,250,000)
(86,250,000)

83,308,200
900,000,000
0
62,000,000
1,537,193
65,541,368
1,112,386,761
1,213,636,761

―
―
―
―
(1,537,193)
(65,541,368)
(67,078,561)
(82,078,561)

―
(900,000,000)
0
(62,000,000)
―
―
(962,000,000)
(1,048,250,000)

(うち負債に
対応する額)

―
―
―
(83,308,200)
―
―
―
―
―
(83,308,200)
(83,308,200)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
特定資産
什器備品
ソフトウエア
小 計
その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
リース資産
小 計
合
計

取得価額

(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

4,505,816
294,344,578
298,850,394

2,968,623
228,803,210
231,771,833

1,537,193
65,541,368
67,078,561

9,163,712
377,931,816
43,732,512
430,828,040
729,678,434

5,560,763
199,607,395
32,889,851
238,058,009
469,829,842

3,602,949
178,324,421
10,842,661
192,770,031
259,848,592

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
当期末
残高

(単位：円)
貸借対照
表上の
記載区分

補助金等の名称 交付者

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

補助金
労災診療被災労 厚生
働者援護事業費 労働省
補助金
合
計

102,798,053

305,818,211

341,537,703

指定
67,078,561 正味財産

102,798,053

305,818,211

341,537,703

67,078,561

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
内
容
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
経常外収益への振替額
什器備品除却損計上による振替額
合
計
７．リース取引関係
(1) リース資産の内容
主にシステムサーバー等である。
(2) リース資産の減価償却の方法
「１．重要な会計方針」に記載のとおりである。

金額
35,719,492
0
35,719,492

８．退職給付関係
(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付
費用を計算している。
(2) 確定給付制度
①簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位：円)
73,671,900
期首における退職給付引当金
14,437,600
退職給付費用
4,801,300
退職給付の支払額
83,308,200
期末における退職給付引当金
②退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用

(単位：円)
14,437,600

９．貸借対照表関係
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結している。
この契約に基づく当期末の借入実行残高は次のとおりである。
2,000,000,000 円
当座貸越極度額の総額
0円
借入実行残高
2,000,000,000 円
差引額
10．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
（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は以下のとおりである。
前期末
当期末
4,127,632,724円 現金預金勘定
2,722,240,146円
現金預金勘定
△
400,000,000円
△
400,000,000円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
3,727,632,724円 現金及び現金同等物
2,322,240,146円
現金及び現金同等物
（２）重要な非資金取引
なし
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附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。
２．引当金の明細
(単位：円)
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

貸倒引当金

37,831,095

17,796,087

3,981,827

5,067,857

46,577,494

賞与引当金

12,018,697

16,205,220

12,018,697

0

16,205,220

退職給付引当金

73,671,900

14,437,600

4,801,300

0

83,308,200

156,262,709

54,079,766

26,363,180

0

183,979,295

(26,363,180)

(27,979,814)

(26,363,180)

(0)

(27,979,814)

(129,899,529)

(26,099,952)

(0)

0

(155,999,481)

699,953,685

31,080,378

0

0

731,034,063

(77,523,964)

(5,744,932)

(0)

(0)

(83,268,896)

(622,429,721)

(25,335,446)

(0)

(0) (647,765,167)

支払備金
（普通支払備金）
（ＩＢＮＲ備金）
責任準備金
（未経過保険料）
（異常危険準備金）

（
）は支払備金、責任準備金の内訳項目である。
「当期減少額」の「その他」は、当期洗い替えによる減少である。

