
別紙様式１４（第２３条関係）

平成２４事業年度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

原子力損害賠償支援機構



別紙様式１４（第２３条関係）

１．出資者及び出資額の明細等 （単位：円）
出　　資　　者 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

政府出資金
　エネルギー対策特別会計 7,000,000,000 0 0 7,000,000,000 　根拠規定

　原子力損害賠償支援機構法第５条
民間出資金 7,000,000,000 0 0 7,000,000,000
　北海道電力株式会社 254,000,000 0 0 254,000,000
　東北電力株式会社 418,000,000 0 0 418,000,000
　東京電力株式会社 2,379,000,000 0 0 2,379,000,000
　中部電力株式会社 622,000,000 0 0 622,000,000
　北陸電力株式会社 236,000,000 0 0 236,000,000
　関西電力株式会社 1,229,000,000 0 0 1,229,000,000
　中国電力株式会社 331,000,000 0 0 331,000,000
　四国電力株式会社 254,000,000 0 0 254,000,000
　九州電力株式会社 660,000,000 0 0 660,000,000
　日本原子力発電株式会社 332,000,000 0 0 332,000,000
　日本原燃株式会社 117,000,000 0 0 117,000,000
　電源開発株式会社 168,000,000 0 0 168,000,000

合　　　　　計 14,000,000,000 0 0 14,000,000,000

附　属　明　細　書



２．主な資産及び負債の明細

（１）長期借入金の明細 （単位：円）
借　入　先 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

該当無し

合　　　　　計

（２）原子力損害賠償支援機構債の明細 （単位：円）
銘　　　柄 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

該当無し

合　　　　　計

（３）引当金・特別法上の引当金等の明細
　①貸倒引当金明細表 （単位：円）

科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

該当無し

合　　　　　計

　②退職給付引当金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

退職給付引当金 1,356,000 11,735,000 0 13,091,000

合　　　　　計 1,356,000 11,735,000 0 13,091,000

　③賞与引当金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

賞与引当金 49,609,000 42,704,958 49,609,000 42,704,958 役員4名、職員48名

合　　　　　計 49,609,000 42,704,958 49,609,000 42,704,958



（４）機構が行った出資額の明細 （単位：円）

銘　　　柄 株式数（株）
貸借対照表
計　上　額

東京電力（Ａ種優先株式） 1,600,000,000 320,000,000,000

東京電力（Ｂ種優先株式） 340,000,000 680,000,000,000

合　　　　　計 1,940,000,000 1,000,000,000,000

（５）その他の主な資産及び負債の明細
　①流動資産
　　イ．現金及び預金明細表 （単位：円）

科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

現金及び預金 現金 220,365 261,591
預金 2,765,907,196 3,826,722,066

合　　　　　計 2,766,127,561 3,826,983,657

　　ロ．受取手形明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　ハ．有価証券明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

有価証券 譲渡性預金 5,000,000,000 4,000,000,000
短期国債 4,998,740,000 1,999,816,000
利付国債 － 2,003,874,012

合　　　　　計 9,998,740,000 8,003,690,012

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

大口定期預金を含む



　　ニ．前払金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　ホ．前払費用明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

前払費用 本部借料 6,205,141 6,205,141
福島事務所借料 753,238 753,238
労働災害保険料 0 641,222
外部委託費 0 91,320 相談会場借料
新聞図書費 0 25,200 年間購読料（2誌）

合　　　　　計 6,958,379 7,716,121

　　ヘ．未収収益明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未収収益 定期預金等利息 530,408 10,125,475

合　　　　　計 530,408 10,125,475

　　ト．未収金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未収金 交付国債未償還額 916,722,000,000 891,779,000,000
一般負担金 81,500,000,000 100,804,650,000
その他 261,695,614 20,811,266 受託事業収入

合　　　　　計 998,483,695,614 992,604,461,266

　　チ．繰延税金資産明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

4月分
　〃

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



　　リ．その他流動資産明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未収消費税 0 1,702,900

合　　　　　計 0 1,702,900

　②固定資産
　　イ．資金援助事業資産明細表 （単位：円）

科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

資金援助事業資産
　交付国債 3,419,678,000,000 0 1,542,757,000,000 1,876,921,000,000

　原子力事業者株式 － 1,000,000,000,000 0 1,000,000,000,000 東京電力株式会社

合　　　　　計 3,419,678,000,000 1,000,000,000,000 1,542,757,000,000 2,876,921,000,000

　　ロ．投資その他の資産明細表 （単位：円）
科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

投資その他の資産
　敷金保証金 6,456,330 60,000 0 6,516,330 福島事務所敷金、ETCカードデポジット

合　　　　　計 6,456,330 60,000 0 6,516,330

　③流動負債
　　イ．１年以内に期限到来の固定負債明細表 （単位：円）

科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



　　ロ．支払手形明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　ハ．短期借入金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

短期借入金 － 1,000,000,000,000 0 1,000,000,000,000 東京電力株式会社への出資に係る借入

合　　　　　計 1,000,000,000,000 0 1,000,000,000,000

　　ニ．未払金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未払金 資金交付（交付国債） 916,722,000,000 891,779,000,000
一般管理費等 499,064,297 143,616,971

合　　　　　計 917,221,064,297 891,922,616,971

　　ホ．未払費用明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未払費用 支払利息 － 1,187,062,389 短期借入金経過利息分
社会保険料事業主
負担分等

17,325,296 18,247,438

合　　　　　計 17,325,296 1,205,309,827

　　ヘ．未払法人税等明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未払法人税等 都道府県民税 58,900 142,000

合　　　　　計 58,900 142,000

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

平成24年度分



　　ト．繰延税金負債明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　チ．前受金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　リ．預り金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

預り金
　預り納付金 徴収諸税未納金等 34,488,162 10,418,619

合　　　　　計 34,488,162 10,418,619

　　ヌ．前受収益明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　ル．その他流動負債明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

未払消費税 2,574,800 0

合　　　　　計 2,574,800 0

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



　④固定負債
　　イ．交付国債見返明細表 （単位：円）

科　　　　　目 前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 備　　　　　　　考

交付国債見返 3,419,678,000,000 0 1,542,757,000,000 1,876,921,000,000

合　　　　　計 3,419,678,000,000 0 1,542,757,000,000 1,876,921,000,000

　　ロ．繰延税金負債明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

　　ハ．その他固定負債明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

該当無し

合　　　　　計

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



３．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（平成２５年３月３１日現在） （単位：円）

区分 資産の種類 期首帳簿価額Ａ 当期増加額Ｂ
当期除却額

（減少額）Ｃ

当期減少額のう
ち既償却累計額

Ｄ

当期帳簿減少額
Ｅ

（Ｃ－Ｄ）

当期償却前残高
Ｆ

（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

減価償却期首
累計額Ｇ

当期償却額Ｈ
減価償却累計額

Ｉ
（Ｇ＋Ｈ－Ｄ）

差引期末残高
Ｊ

（Ｆ－Ｈ）

建物 44,970,748 3,155,335 0 0 0 48,126,083 1,769,527 3,228,334 4,997,861 44,897,749

機械装置 － － － － － － － － － －

車両運搬具 － － － － － － － － － －

工具器具備品 11,284,528 137,062 0 0 0 11,421,590 827,705 1,548,659 2,376,364 9,872,931

その他 － － － － － － － － － －

計 56,255,276 3,292,397 0 0 0 59,547,673 2,597,232 4,776,993 7,374,225 54,770,680

借地権 － － － － － － － － － －

ソフトウェア 517,650 0 0 0 0 517,650 17,850 107,100 124,950 410,550

その他 － － － － － － － － － －

計 517,650 0 0 0 0 517,650 17,850 107,100 124,950 410,550

合計 56,772,926 3,292,397 0 0 0 60,065,323 2,615,082 4,884,093 7,499,175 55,181,230

有
形
固
定
資
産

無
形
固
定
資
産



４．関係会社に関する明細
（１）関係会社の株式の明細 （単位：株、円）

株式数 取得価額
貸借対照表

計上額
株式数 取得価額 株式数 取得価額 株式数 取得価額

貸借対照表
計上額

－ － － 1,940,000,000 1,000,000,000,000 0 0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

－ － － 1,940,000,000 1,000,000,000,000 0 0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

　　うち子会社分 （単位：株、円）

株式数 取得価額
貸借対照表

計上額
株式数 取得価額 株式数 取得価額 株式数 取得価額

貸借対照表
計上額

－ － － 1,940,000,000 1,000,000,000,000 0 0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

－ － － 1,940,000,000 1,000,000,000,000 0 0 1,940,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

（２）関係会社に対する債権・債務の明細
　①債権の明細表 （単位：円） 　②債務の明細表 （単位：円）

7,256,000

7,256,000 未払金（調査費用）

合　　　　　計

東京電力株式会社

38,819,820,000 合　　　　　計

東京電力株式会社

合　　　　　計

38,819,820,000

金　　　　　額

前年度末残高

東京電力株式会社

未収金（一般負担金収入）

会　　　社　　　名 会　　　社　　　名

１株の額

当年度減少額

金　　　　　額

当年度末残高

１株の額

備　　　　　考

東京電力株式会社

備　　　　　考

関係会社

当年度増加額 当年度減少額

前年度末残高 当年度増加額

関係会社

当年度末残高

合　　　　　計



５．主な費用及び収益の明細
（１）国庫補助金等の明細

資産見返
補助金等

資　本
剰余金

預り国庫
補助金等

補助金等 収益計上

（２）役員及び職員の給与費の明細
金額
64,409,310

523,706,676
588,115,986

（３）特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細
（単位：円）

当年度
特別負担金収納額

－東京電力株式会社 1,542,757,000,000 1,000,000,000,000 － － －

当年度株式引受額 当年度資金貸付額 当年度社債等取得額 当年度債務保証額

区　分
役員給
職員給
合　計

認定事業者名 当年度資金交付額

摘　　　要当期交付額区　　　分
左の会計処理内訳

該当無し



（４）その他の主な費用及び収益の明細
　①費用明細表（平成２４年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
資金援助事業費 1,542,757,000,000

資金交付費 1,542,757,000,000 東京電力への資金交付
事業諸費 1,300,004,539

調査費用 1,002,903,960 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費 11,609,241 訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費 285,491,338 訪問相談事業等

受託経費 20,811,266 文部科学省受託調査
一般管理費 958,144,009

役員給与 49,525,559 役員6名分（年度末）
給料手当 409,128,449 職員52名分（年度末）
賞与 79,852,978
賞与引当金繰入額 42,704,958 25年6月賞与に係る24年度分
退職給与金 2,734,100 職員5名分
退職給付引当金繰入額 11,735,000 24年度末要支給対象者分
法定福利費 79,833,993
厚生福利費 1,769,171
雑給 26,912,962 謝金、契約職員人件費等

賃借料 93,910,361 東京本部、福島事務所賃借料等
保険料 664,570
水道光熱費 9,876,205 空調費、電気代等
租税課金 3,582,300 収入印紙等（収入印紙232万円等）
旅費交通費 38,268,550 近距離交通費等（機構車3,055万円、タクシー代700万円、PASMO等70万円）
通信運搬費 8,500,262 電話料金等（電話料605万円、ネット経費162万円等、郵便料等76万円）
消耗品費 21,381,329 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
支払手数料 12,092,200 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
修繕費 2,539,210 複合機保守料等
業務委託費 47,418,730 派遣職員、清掃費用等
減価償却費 4,884,093
新聞図書費 5,184,942 クリッピングサービス、新聞代等
会議費 4,446,454 委員旅費等(217万円）
雑費 1,197,633 （翻訳料70万円、ソフトウェア保守料42万円）

事業外費用 1,344,562,441
支払利息 1,187,062,389 短期借入金経過利息分
雑支出 157,500,052 借入れに係る手数料

1,546,380,522,255

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目



　②収益明細表（平成２４年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
資金援助事業収入 1,643,561,650,000

一般負担金収入 100,804,650,000 原子力事業者からの一般負担金
交付国債受贈益 1,542,757,000,000

受託収入 20,811,266 文部科学省受託調査
事業外収益 120,302,965

受取利息 120,300,265 資金等運用益
雑収入 2,700

1,643,702,764,231

科　　　　　目 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計


