
別紙様式１４（第２３条関係）

平成２７事業年度

財 務 諸 表 附 属 明 細 書

原子力損害賠償・廃炉等支援機構



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・廃炉等支援機構法第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・廃炉等支援機構債の明細 （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

政府保証第１回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,000,000,000 0 150,000,000,000 0
政府保証第２回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,000,000,000 0 0 150,000,000,000
政府保証第３回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,000,000,000 0 0 150,000,000,000
政府保証第４回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,000,000,000 0 0 150,000,000,000
政府保証第５回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 150,000,000,000 0 150,000,000,000

合　　　　　計 600,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 600,000,000,000

（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 21,949,900 26,329,400 13,850,800 34,428,500

合　　　　　計 21,949,900 26,329,400 13,850,800 34,428,500

　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 83,606,162 80,686,234 83,606,162 80,686,234 役員6名、職員86名

合　　　　　計 83,606,162 80,686,234 83,606,162 80,686,234



（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 335,096 152,113
預金 39,782,416,533 10,937,123,771

合　　　　　計 39,782,751,629 10,937,275,884

　　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 35,000,000,000
利付国債 1,000,952,658 0

合　　　　　計 6,000,952,658 35,000,000,000

　　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

大口定期預金を含む

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



　　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 11,712,274 11,679,874
福島事務所借料 774,759 774,759
労働災害保険料 0 1,159,268

合　　　　　計 12,487,033 13,613,901

　　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 4,285,063 3,890,409

合　　　　　計 4,285,063 3,890,409

　　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 570,139,000,000 1,525,586,330,000
一般負担金 163,000,000,000 163,000,000,000
特別負担金 60,000,000,000 70,000,000,000
その他 0 58,776

合　　　　　計 793,139,000,000 1,758,586,388,776

　　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

　　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

該当無し

合　　　　　計

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

4月分

備　　　　　　　考

　〃



　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 3,698,561,000,000 0 2,168,147,330,000 1,530,413,670,000
　原子力事業者株式 1,000,000,000,000 0 0 1,000,000,000,000 東京電力株式会社

合　　　　　計 4,698,561,000,000 0 2,168,147,330,000 2,530,413,670,000

　　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 6,516,330 0 0 6,516,330 福島事務所敷金、ETCカードデポジット

合　　　　　計 6,516,330 0 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

　　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 400,000,000,000 400,000,000,000 400,000,000,000 400,000,000,000 東京電力株式会社への出資に係る借入

合　　　　　計 400,000,000,000 400,000,000,000 400,000,000,000 400,000,000,000

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



　　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） 570,139,000,000 1,525,586,330,000
一般管理費等 371,114,121 591,531,849

合　　　　　計 570,510,114,121 1,526,177,861,849

　　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 354,990,406 372,125,265 短期借入金経過利息分等
社会保険料事業主
負担分等

38,585,526 38,698,515

合　　　　　計 393,575,932 410,823,780

　　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 都道府県民税等 171,100 192,000

合　　　　　計 171,100 192,000

　　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 15,224,031 6,756,316

合　　　　　計 15,224,031 6,756,316

備　　　　　　　考

平成27年度分

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



　　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

未払消費税等 449,100 600

合　　　　　計 449,100 600

　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 3,698,561,000,000 0 2,168,147,330,000 1,530,413,670,000

合　　　　　計 3,698,561,000,000 0 2,168,147,330,000 1,530,413,670,000

　　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

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２８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 83,148,457 0 0 0 0 83,148,457 14,255,772 6,669,159 20,924,931 76,479,298

機械装置 － － － － － － － － － －

車両運搬具 － － － － － － － － － －

工具器具備品 13,442,093 474,980 0 0 0 13,917,073 5,872,455 2,578,517 8,450,972 11,338,556

その他 － － － － － － － － － －

計 96,590,550 474,980 0 0 0 97,065,530 20,128,227 9,247,676 29,375,903 87,817,854

借地権 － － － － － － － － － －

ソフトウェア 1,536,594 0 0 0 0 1,536,594 361,866 379,692 741,558 1,156,902

その他 － － － － － － － － － －

計 1,536,594 0 0 0 0 1,536,594 361,866 379,692 741,558 1,156,902

合計 98,127,144 474,980 0 0 0 98,602,124 20,490,093 9,627,368 30,117,461 88,974,756

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 1,000,000,000,000 0 0 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 1,000,000,000,000 0 0 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 1,000,000,000,000 0 0 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 1,000,000,000,000 0 0 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）

合　　　　　計

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

当年度減少額

金　　　　　額

当年度末残高

１株の額

備　　　　　考 備　　　　　考

当年度末残高

１株の額

合　　　　　計

126,740,300,000

金　　　　　額

前年度末残高

未収金（一般負担金収入等）

126,740,300,000 合　　　　　計

会　　　社　　　名 会　　　社　　　名

合　　　　　計

該当無し

東京電力株式会社

東京電力株式会社

東京電力株式会社



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
112,385,194
989,372,019
1,101,757,213

（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

70,000,000,000

摘　　　要当期交付額区　　　分
左の会計処理内訳

該当無し

区　分
役員給
職員給
合　計

認定事業者名 当年度資金交付額 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

東京電力株式会社 2,168,147,330,000 － － － －



（４）その他の主な費用及び収益の明細
　①費用明細表（平成２７年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
資金援助事業費 2,168,147,330,000

資金交付費 2,168,147,330,000 東京電力への資金交付
事業諸費 1,144,892,634

調査費用 661,046,921 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費 78,831,827 訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費 405,013,886 訪問相談事業等

一般管理費 1,871,694,550
役員給与 85,576,303 役員8名分（年度末）
給料手当 755,997,641 職員88名分（年度末）
賞与 179,039,441
賞与引当金繰入額 80,686,234 28年6月賞与に係る27年度分
退職給付引当金繰入額 26,329,400 27年度末要支給対象者分
法定福利費 153,915,461
厚生福利費 5,783,984
雑給 136,861,151 謝金、契約職員人件費等

賃借料 161,126,056 東京本部、福島事務所賃借料等
保険料 578,450
水道光熱費 18,522,107 空調費、電気代等
租税課金 2,854,200 収入印紙等（収入印紙232万円等）
旅費交通費 54,370,803 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 38,695,978 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 43,941,899 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
支払手数料 22,541,007 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
修繕費 1,426,557 データ復旧サービス費用等
業務委託費 72,394,949 派遣職員、清掃費用等
減価償却費 9,627,368
新聞図書費 7,832,777 クリッピングサービス、新聞代等
会議費 13,264,212 委員旅費等(217万円）
雑費 328,572 （翻訳料70万円、ソフトウェア保守料42万円）

事業外費用 1,112,258,707
支払利息 984,212,125 短期借入金に係る利息分等
機構債発行費 82,686,582 機構債発行に係る手数料
雑支出 45,360,000 借入れに係る手数料

2,172,276,175,891

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目



　②収益明細表（平成２７年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
資金援助事業収入 2,436,147,330,000

一般負担金収入 163,000,000,000 原子力事業者からの一般負担金
特別負担金収入 70,000,000,000 東京電力からの特別負担金
政府交付金収入 35,000,000,000
交付国債受贈益 2,168,147,330,000

事業外収益 54,948,668
受取利息 54,587,054 資金等運用益
雑収入 361,614

2,436,202,278,668

科　　　　　目 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計


