
別紙様式１４（第２３条関係）

令和２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
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【機構全体】

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

　東京電力ホールディングス株式会社 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



【機構全体】

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



【機構全体】

（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９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９回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債
発行差額 102,698,630 0 63,000,000 39,698,630
政府保証第10回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,000,000,000 0 100,000,000,000 0
政府保証第10回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債
発行差額 52,142,466 0 52,142,466 0
政府保証第11回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,141,234,568 0 66,090,535 150,075,144,033
政府保証第12回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,027,741,758 0 150,027,741,758 0
政府保証第13回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,147,593,407 0 121,332,418 100,026,260,989
政府保証第14回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,566,924,520 0 219,901,647 150,347,022,873
政府保証第15回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 150,522,000,000 143,275,389 150,378,724,611
政府保証第16回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 100,138,000,000 15,627,397 100,122,372,603

合　　　　　計 801,038,335,349 250,660,000,000 250,709,111,610 800,989,223,739



【機構全体】

（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 68,685,900 28,320,800 25,192,100 71,814,600

合　　　　　計 68,685,900 28,320,800 25,192,100 71,814,600

　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 102,612,064 98,239,840 102,612,064 98,239,840 役員6名、職員109名（年度末時点）

合　　　　　計 102,612,064 98,239,840 102,612,064 98,239,840

（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

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

東京電力ホールディングス
株式会社（Ａ種優先株式）

東京電力ホールディングス
株式会社（Ｂ種優先株式）

1,600,000,000 320,000,000,000

340,000,000 680,000,000,000

備　　　　　　　考



【機構全体】

（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 201,609 186,553
預金 460,210,953,728 534,226,257,765

合　　　　　計 460,211,155,337 534,226,444,318

　　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 16,000,000,000 32,000,000,000

合　　　　　計 16,000,000,000 32,000,000,000

　　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

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

大口定期預金を含む



【機構全体】

　　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 11,682,274 11,896,167
福島事務所借料 789,107 789,107
労働災害保険料 130,135 0

合　　　　　計 12,601,516 12,685,274

　　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 5,437,255 155,955,066

合　　　　　計 5,437,255 155,955,066

　　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 1,841,890,330,000 1,854,177,330,000
一般負担金 163,000,000,000 193,497,688,400
特別負担金 50,000,000,000 50,000,000,000
その他 286,005 34,726

合　　　　　計 2,054,890,616,005 2,097,675,053,126

　　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

4月分

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【機構全体】

　　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

　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 2,335,509,670,000 0 528,787,000,000 1,806,722,670,000
　原子力事業者株式 1,000,000,000,000 0 0 1,000,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社

合　　　　　計 3,335,509,670,000 0 528,787,000,000 2,806,722,670,000

　　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

リース債務 工具器具備品 1,268,784 7,247,372

合　　　　　計 1,268,784 7,247,372

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【機構全体】

　　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 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000

合　　　　　計 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000

　　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） 1,867,790,330,000 1,875,177,330,000
一般管理費等 763,310,099 953,514,630
廃炉等積立金等 7,961,989 161,133,128

合　　　　　計 1,868,561,602,088 1,876,291,977,758

　　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 2,266,834 2,251,365 短期借入金経過利息分等
社会保険料事業主
負担分等

49,474,066 52,821,886

合　　　　　計 51,740,900 55,073,251

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

東京電力ホールディングス株式会社への
出資に係る借入

備　　　　　　　考



【機構全体】

　　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 192,000 192,000

合　　　　　計 192,000 192,000

　　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 20,986,067 20,597,424

合　　　　　計 20,986,067 20,597,424

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

令和２年度分

備　　　　　　　考



【機構全体】

　　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

該当無し

合　　　　　計

　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 2,335,509,670,000 0 528,787,000,000 1,806,722,670,000

合　　　　　計 2,335,509,670,000 0 528,787,000,000 1,806,722,670,000

　　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

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【機構全体】

　　ハ．廃炉等積立金明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

廃炉等積立金 390,150,778,461 485,000,391,271

合　　　　　計 390,150,778,461 485,000,391,271

　　ニ．長期リース債務明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

長期リース債務 工具器具備品 105,732 19,332,500

合　　　　　計 105,732 19,332,500

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

長期未払金 一般管理費等 0 304,075,580

合　　　　　計 0 304,075,580

　　ヘ．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

預金

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【機構全体】

３．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（令和３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 62,831,309 0 0 0 0 62,831,309 53,262,504 8,131,139 61,393,643 54,700,170

工具器具備品 7,308,182 127,439,336 0 0 0 134,747,518 40,100,630 2,523,820 42,624,450 132,223,698

計 70,139,491 127,439,336 0 0 0 197,578,827 93,363,134 10,654,959 104,018,093 186,923,868

ソフトウェア 158,321 353,772,764 0 0 0 353,931,085 2,223,139 96,603 2,319,742 353,834,482

計 158,321 353,772,764 0 0 0 353,931,085 2,223,139 96,603 2,319,742 353,834,482

合計 70,297,812 481,212,100 0 0 0 551,509,912 95,586,273 10,751,562 106,337,835 540,758,350

有形固定資産

無形固定資産



【機構全体】

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

該当無し

117,832,438,800 合　　　　　計

会　　　社　　　名

合　　　　　計

金　　　　　額

当年度末残高

117,832,438,800

金　　　　　額

前年度末残高

未収金（一般負担金収入等）

関係会社

会　　　社　　　名

１株の額

備　　　　　考 備　　　　　考

当年度末残高

１株の額
当年度減少額

前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額

当年度増加額

東京電力ホールディング
ス株式会社

東京電力ホールディング
ス株式会社

東京電力ホールディング
ス株式会社

合　　　　　計

関係会社



【機構全体】

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
116,167,277
1,118,176,698
1,234,343,975

（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

50,000,000,000
東京電力ホールディングス株式
会社

528,787,000,000 0 0 0 0

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



【機構全体】

（４）その他の主な費用及び収益の明細
　①費用明細表（令和２年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
資金援助事業費 528,787,000,000

資金交付費 528,787,000,000 東京電力ホールディングス株式会社への資金交付
事業諸費 982,744,366

調査費用 289,376,840 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費 15,343,715 訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費 678,023,811 訪問相談事業等

一般管理費 2,080,800,280
役員給与 86,335,576 役員8名分（非常勤役員2名含む）（年度末）
給料手当 832,574,810 職員109名分（年度末）
賞与 212,821,525
賞与引当金繰入額 98,239,840 令和３年６月賞与に係る２年度分
退職給付引当金繰入額 28,320,800 令和２年度末要支給対象者分
法定福利費 178,979,564
厚生福利費 9,579,939
雑給 145,085,981 謝金、契約職員人件費等
賃借料 279,458,791 東京本部、福島事務所賃借料等
保険料 200,940
水道光熱費 17,935,705 空調費、電気代等
租税課金 2,747,850 収入印紙等
旅費交通費 16,102,456 近距離交通費等
通信運搬費 35,587,776 電話料金等
消耗品費 7,493,519 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
支払手数料 30,197,025 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
交際費 24,360
修繕費 8,783,401 システム改善等
業務委託費 47,425,568 派遣職員、翻訳通訳、清掃費用等
減価償却費 10,751,562
新聞図書費 7,621,550 クリッピングサービス、新聞代等
会議費 1,376,475 委員旅費等
雑費 23,155,267

廃炉等積立金管理事業費 157,832,176
廃炉等積立金支払利息 157,832,176 廃炉等積立金積立及び東京電力ホールディングス株式会社へ返納

事業外費用 382,233,005
機構債発行費 349,233,005 機構債発行に係る手数料
雑支出 33,000,000 借入れに係る手数料

532,390,609,827

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目



【機構全体】

　②収益明細表（令和２年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
資金援助事業収入 819,284,688,400

一般負担金収入 193,497,688,400 原子力事業者からの一般負担金
特別負担金収入 50,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社からの特別負担金
政府交付金収入 47,000,000,000
交付国債受贈益 528,787,000,000

廃炉等積立金管理事業収入 157,832,176
廃炉等積立金受取利息 157,832,176 資金等運用益

事業外収益 707,528,380
受取利息 706,770,445 資金等運用益等
雑収入 757,935

820,150,048,956

科　　　　　目 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計
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【一般勘定】

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

　東京電力ホールディングス株式会社 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



【一般勘定】

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



【一般勘定】

（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９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９回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債
発行差額 102,698,630 0 63,000,000 39,698,630
政府保証第10回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,000,000,000 0 100,000,000,000 0
政府保証第10回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債
発行差額 52,142,466 0 52,142,466 0
政府保証第11回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,141,234,568 0 66,090,535 150,075,144,033
政府保証第12回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,027,741,758 0 150,027,741,758 0
政府保証第13回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,147,593,407 0 121,332,418 100,026,260,989
政府保証第14回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,566,924,520 0 219,901,647 150,347,022,873
政府保証第15回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 150,522,000,000 143,275,389 150,378,724,611
政府保証第16回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 100,138,000,000 15,627,397 100,122,372,603

合　　　　　計 801,038,335,349 250,660,000,000 250,709,111,610 800,989,223,739



【一般勘定】

（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 68,685,900 28,320,800 25,192,100 71,814,600

合　　　　　計 68,685,900 28,320,800 25,192,100 71,814,600

　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 102,612,064 98,239,840 102,612,064 98,239,840 役員6名、職員109名（年度末時点）

合　　　　　計 102,612,064 98,239,840 102,612,064 98,239,840

（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

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

680,000,000,000

備　　　　　　　考

東京電力ホールディングス
株式会社（Ａ種優先株式）

東京電力ホールディングス
株式会社（Ｂ種優先株式）

1,600,000,000 320,000,000,000

340,000,000



【一般勘定】

（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 201,609 186,553
預金 85,056,797,933 79,219,875,556

合　　　　　計 85,056,999,542 79,220,062,109

　　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 1,000,000,000 2,000,000,000

合　　　　　計 1,000,000,000 2,000,000,000

　　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



【一般勘定】

　　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 11,682,274 11,896,167
福島事務所借料 789,107 789,107
労働災害保険料 130,135 0

合　　　　　計 12,601,516 12,685,274

　　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 852,600 812,876

合　　　　　計 852,600 812,876

　　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 1,841,890,330,000 1,854,177,330,000
一般負担金 163,000,000,000 193,497,688,400
特別負担金 50,000,000,000 50,000,000,000
その他 286,005 34,726

合　　　　　計 2,054,890,616,005 2,097,675,053,126

　　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

備　　　　　　　考

4月分

備　　　　　　　考

　〃



【一般勘定】

　　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

　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 2,335,509,670,000 0 528,787,000,000 1,806,722,670,000
　原子力事業者株式 1,000,000,000,000 0 0 1,000,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社

合　　　　　計 3,335,509,670,000 0 528,787,000,000 2,806,722,670,000

　　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

リース債務 工具器具備品 1,268,784 7,247,372

合　　　　　計 1,268,784 7,247,372

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【一般勘定】

　　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 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000

合　　　　　計 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000

　　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） 1,867,790,330,000 1,875,177,330,000
一般管理費等 763,310,099 953,514,630

合　　　　　計 1,868,553,640,099 1,876,130,844,630

　　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 2,266,834 2,251,365 短期借入金経過利息分等
社会保険料事業主
負担分等

49,474,066 52,821,886

合　　　　　計 51,740,900 55,073,251

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

東京電力ホールディングス株式会社への
出資に係る借入



【一般勘定】

　　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 192,000 192,000

合　　　　　計 192,000 192,000

　　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 20,986,067 20,597,424

合　　　　　計 20,986,067 20,597,424

備　　　　　　　考

令和２年度分

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【一般勘定】

　　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

該当無し

合　　　　　計

　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 2,335,509,670,000 0 528,787,000,000 1,806,722,670,000

合　　　　　計 2,335,509,670,000 0 528,787,000,000 1,806,722,670,000

　　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

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【一般勘定】

　　ハ．長期リース債務明細表 （単位：円）
科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

長期リース債務 工具器具備品 105,732 19,332,500

合　　　　　計 105,732 19,332,500

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

長期未払金 一般管理費等 0 304,075,580

合　　　　　計 0 304,075,580

　　ホ．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



【一般勘定】

３．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（令和３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 62,831,309 0 0 0 0 62,831,309 53,262,504 8,131,139 61,393,643 54,700,170

工具器具備品 7,308,182 127,439,336 0 0 0 134,747,518 40,100,630 2,523,820 42,624,450 132,223,698

計 70,139,491 127,439,336 0 0 0 197,578,827 93,363,134 10,654,959 104,018,093 186,923,868

ソフトウェア 158,321 353,772,764 0 0 0 353,931,085 2,223,139 96,603 2,319,742 353,834,482

計 158,321 353,772,764 0 0 0 353,931,085 2,223,139 96,603 2,319,742 353,834,482

合計 70,297,812 481,212,100 0 0 0 551,509,912 95,586,273 10,751,562 106,337,835 540,758,350

有形固定資産

無形固定資産



【一般勘定】

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）

東京電力ホールディング
ス株式会社

東京電力ホールディング
ス株式会社

東京電力ホールディング
ス株式会社

合　　　　　計

関係会社 １株の額

備　　　　　考 備　　　　　考

当年度末残高

１株の額
当年度減少額

前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額

当年度増加額前年度末残高

未収金（一般負担金収入等）

関係会社

会　　　社　　　名 会　　　社　　　名

合　　　　　計

金　　　　　額

当年度末残高

117,832,438,800

金　　　　　額

合　　　　　計

該当無し

117,832,438,800 合　　　　　計



【一般勘定】

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
116,167,277
1,118,176,698
1,234,343,975

（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

50,000,000,000

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

東京電力ホールディングス株式
会社

528,787,000,000 0 0 0 0



【一般勘定】

（４）その他の主な費用及び収益の明細
　①費用明細表（令和２年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
資金援助事業費 528,787,000,000

資金交付費 528,787,000,000 東京電力ホールディングス株式会社への資金交付
事業諸費 982,744,366

調査費用 289,376,840 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費 15,343,715 訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費 678,023,811 訪問相談事業等

一般管理費 2,080,800,280
役員給与 86,335,576 役員8名分（非常勤役員2名含む）（年度末）
給料手当 832,574,810 職員109名分（年度末）
賞与 212,821,525
賞与引当金繰入額 98,239,840 令和３年６月賞与に係る２年度分
退職給付引当金繰入額 28,320,800 令和２年度末要支給対象者分
法定福利費 178,979,564
厚生福利費 9,579,939
雑給 145,085,981 謝金、契約職員人件費等
賃借料 279,458,791 東京本部、福島事務所賃借料等
保険料 200,940
水道光熱費 17,935,705 空調費、電気代等
租税課金 2,747,850 収入印紙等
旅費交通費 16,102,456 近距離交通費等
通信運搬費 35,587,776 電話料金等
消耗品費 7,493,519 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
支払手数料 30,197,025 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
交際費 24,360
修繕費 8,783,401 システム改善等
業務委託費 47,425,568 派遣職員、翻訳通訳、清掃費用等
減価償却費 10,751,562
新聞図書費 7,621,550 クリッピングサービス、新聞代等
会議費 1,376,475 委員旅費等
雑費 23,155,267

事業外費用 382,233,005
機構債発行費 349,233,005 機構債発行に係る手数料
雑支出 33,000,000 借入れに係る手数料

532,232,777,651

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目



【一般勘定】

　②収益明細表（令和２年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
資金援助事業収入 819,284,688,400

一般負担金収入 193,497,688,400 原子力事業者からの一般負担金
特別負担金収入 50,000,000,000 東京電力ホールディングス株式会社からの特別負担金
政府交付金収入 47,000,000,000
交付国債受贈益 528,787,000,000

事業外収益 707,528,380
受取利息 706,770,445 資金等運用益等
雑収入 757,935

819,992,216,780

科　　　　　目 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計
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【廃炉等積立金勘定】

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

該当無し

合　　　　　計

附　属　明　細　書



【廃炉等積立金勘定】

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

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

該当無し

合　　　　　計

　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

該当無し

合　　　　　計



【廃炉等積立金勘定】

（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

該当無し

合　　　　　計

（５）その他の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 預金 375,154,155,795 455,006,382,209

合　　　　　計 375,154,155,795 455,006,382,209

　　ロ．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 15,000,000,000 30,000,000,000

合　　　　　計 15,000,000,000 30,000,000,000

　　ハ．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 4,584,655 155,142,190

合　　　　　計 4,584,655 155,142,190

　②流動負債
　　イ．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 廃炉等積立金等 7,961,989 161,133,128

合　　　　　計 7,961,989 161,133,128

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

大口定期預金を含む

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考



【廃炉等積立金勘定】

　③固定負債
　　イ．廃炉等積立金明細表 （単位：円）

科　　　　　目 区　　分 前年度末残高 当年度末残高

廃炉等積立金 390,150,778,461 485,000,391,271

合　　　　　計 390,150,778,461 485,000,391,271

預金

備　　　　　　　考



【廃炉等積立金勘定】

３．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（令和３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）

該当無し

合計



【廃炉等積立金勘定】

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

　　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

（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）

該当無し

合　　　　　計

該当無し

関係会社

該当無し

会　　　社　　　名 備　　　　　考

当年度末残高

１株の額
当年度減少額

前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額

当年度増加額

１株の額

備　　　　　考

合　　　　　計 合　　　　　計

会　　　社　　　名

合　　　　　計

金　　　　　額

当年度末残高

金　　　　　額

前年度末残高
関係会社

該当無し



【廃炉等積立金勘定】

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

（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

（４）その他の主な費用及び収益の明細
　①費用明細表（令和２年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
廃炉等積立金管理事業費 157,832,176

廃炉等積立金支払利息 157,832,176 廃炉等積立金積立及び東京電力ホールディングス株式会社へ返納

157,832,176

　②収益明細表（令和２年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
廃炉等積立金管理事業収入 157,832,176

廃炉等積立金受取利息 157,832,176 資金等運用益

157,832,176

科　　　　　目 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

摘　　　要当期交付額区　　　分
左の会計処理内訳

該当無し

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

該当無し

合　計

認定事業者名 当年度資金交付額

該当無し


