
別紙様式１４（第２３条関係）

令和３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 0 150,000,000,000 0
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 39,698,630 0 39,698,630 0
政府保証第11回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,075,144,033 0 66,090,535 150,009,053,498
政府保証第13回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,026,260,989 0 100,026,260,989 0
政府保証第14回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,347,022,873 0 219,901,647 150,127,121,226
政府保証第15回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,378,724,611 0 174,318,390 150,204,406,221
政府保証第16回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,122,372,603 0 46,000,000 100,076,372,603
政府保証第17回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 100,218,000,000 56,569,620 100,161,430,380
政府保証第18回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 150,582,000,000 53,735,234 150,528,264,766

合　　　　　計 800,989,223,739 250,800,000,000 250,682,575,045 801,106,648,694



【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 71,814,600 31,372,200 12,182,000 91,004,800

合　　　　　計 71,814,600 31,372,200 12,182,000 91,004,800

　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 98,239,840 91,355,239 98,239,840 91,355,239 役員6名、職員107名（年度末時点）

合　　　　　計 98,239,840 91,355,239 98,239,840 91,355,239

（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 186,553 154,978
預金 534,226,257,765 284,899,119,093

合　　　　　計 534,226,444,318 284,899,274,071

　　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 32,000,000,000 318,000,000,000

合　　　　　計 32,000,000,000 318,000,000,000

　　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



【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 11,896,167 11,896,167
福島事務所借料 789,107 789,107
労働災害保険料 0 70,659

合　　　　　計 12,685,274 12,755,933

　　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 155,955,066 40,953,664

合　　　　　計 155,955,066 40,953,664

　　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 1,854,177,330,000 2,077,822,330,000
一般負担金 193,497,688,400 194,695,376,800
特別負担金 50,000,000,000 40,000,000,000
その他 34,726 147,786

合　　　　　計 2,097,675,053,126 2,312,517,854,586

　　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

　〃



【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 1,806,722,670,000 0 619,645,000,000 1,187,077,670,000
　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 2,806,722,670,000 0 619,645,000,000 2,187,077,670,000

　　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
　長期性預金 0 50,000,000,000 0 50,000,000,000 廃炉等積立金
　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 50,000,000,000 0 50,006,516,330

　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 7,247,372 5,747,500

合　　　　　計 7,247,372 5,747,500

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） 1,875,177,330,000 2,084,722,330,000
一般管理費等 953,514,630 1,066,511,857
廃炉等積立金等 161,133,128 222,011,653

合　　　　　計 1,876,291,977,758 2,086,010,853,510

　　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 2,251,365 2,351,097 短期借入金経過利息分等
社会保険料事業主
負担分等

52,821,886 67,795,249

合　　　　　計 55,073,251 70,146,346

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



【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 20,597,424 19,501,889

合　　　　　計 20,597,424 19,501,889

備　　　　　　　考

令和３年度分

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

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 1,806,722,670,000 0 619,645,000,000 1,187,077,670,000

合　　　　　計 1,806,722,670,000 0 619,645,000,000 1,187,077,670,000

　　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 485,000,391,271 585,513,870,013

合　　　　　計 485,000,391,271 585,513,870,013

　　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 19,332,500 13,062,500

合　　　　　計 19,332,500 13,062,500

　　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 304,075,580 228,056,685

合　　　　　計 304,075,580 228,056,685

　　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４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 54,700,170 482,900 0 0 0 55,183,070 61,393,643 8,155,404 69,549,047 47,027,666

工具器具備品 132,223,698 0 0 0 0 132,223,698 42,624,450 27,913,907 70,538,357 104,309,791

計 186,923,868 482,900 0 0 0 187,406,768 104,018,093 36,069,311 140,087,404 151,337,457

ソフトウェア 353,834,482 9,236,700 0 0 0 363,071,182 2,319,742 70,816,270 73,136,012 292,254,912

計 353,834,482 9,236,700 0 0 0 363,071,182 2,319,742 70,816,270 73,136,012 292,254,912

合計 540,758,350 9,719,600 0 0 0 550,477,950 106,337,835 106,885,581 213,223,416 443,592,369

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）

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

107,550,177,600

金　　　　　額

合　　　　　計

該当無し

107,550,177,600 合　　　　　計



【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
120,011,915
1,082,819,667
1,202,831,582

（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

40,000,000,000

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
役員給
職員給
合　計

認定事業者名 当年度資金交付額

東京電力ホールディングス株式
会社

619,645,000,000 0 0 0 0



【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３年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
資金援助事業費 619,645,000,000

資金交付費 619,645,000,000 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 1,088,743,546

調査費用 347,689,402 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費 20,267,568 訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費 720,786,576 訪問相談事業等

一般管理費 2,089,364,697
役員給与 88,449,056 役員8名分（非常勤役員2名含む）（年度末）
給料手当 809,309,337 職員107名分（年度末）
賞与 206,833,349
賞与引当金繰入額 91,355,239 令和４年６月賞与に係る３年度分
退職給付引当金繰入額 31,372,200 令和３年度末要支給対象者分
法定福利費 192,769,052
厚生福利費 10,503,047
雑給 175,488,134 謝金、契約職員人件費等
賃借料 230,745,286 東京本部、福島事務所賃借料等
保険料 482,830
水道光熱費 18,315,381 空調費、電気代等
租税課金 2,348,390 収入印紙等
旅費交通費 14,800,152 近距離交通費等
通信運搬費 21,860,402 電話料金等
消耗品費 9,511,291 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
支払手数料 31,540,791 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
業務委託費 41,713,352 派遣職員、翻訳通訳、清掃費用等
減価償却費 106,885,581
新聞図書費 2,967,578 新聞代等
会議費 1,484,988 委員旅費等
雑費 629,261

廃炉等積立金管理事業費 66,116,267
廃炉等積立金支払利息 66,116,267 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 423,648,005
機構債発行費 390,648,005 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

623,312,872,515

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目



【機構全体】

　②収益明細表（令和３年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
資金援助事業収入 901,340,376,800

一般負担金収入 194,695,376,800 原子力事業者からの一般負担金
特別負担金収入 40,000,000,000 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 619,645,000,000

廃炉等積立金管理事業収入 66,116,267
廃炉等積立金受取利息 66,116,267 資金等運用益

事業外収益 677,079,225
受取利息 676,558,321 資金等運用益等
雑収入 520,904

902,083,572,292

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 0 150,000,000,000 0
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 39,698,630 0 39,698,630 0
政府保証第11回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,075,144,033 0 66,090,535 150,009,053,498
政府保証第13回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,026,260,989 0 100,026,260,989 0
政府保証第14回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,347,022,873 0 219,901,647 150,127,121,226
政府保証第15回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 150,378,724,611 0 174,318,390 150,204,406,221
政府保証第16回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 100,122,372,603 0 46,000,000 100,076,372,603
政府保証第17回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 100,218,000,000 56,569,620 100,161,430,380
政府保証第18回原子力損害
賠償・廃炉等支援機構債 0 150,582,000,000 53,735,234 150,528,264,766

合　　　　　計 800,989,223,739 250,800,000,000 250,682,575,045 801,106,648,694



【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 71,814,600 31,372,200 12,182,000 91,004,800

合　　　　　計 71,814,600 31,372,200 12,182,000 91,004,800

　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 98,239,840 91,355,239 98,239,840 91,355,239 役員6名、職員107名（年度末時点）

合　　　　　計 98,239,840 91,355,239 98,239,840 91,355,239

（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 186,553 154,978
預金 79,219,875,556 17,203,722,080

合　　　　　計 79,220,062,109 17,203,877,058

　　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 2,000,000,000 50,000,000,000

合　　　　　計 2,000,000,000 50,000,000,000

　　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



【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 11,896,167 11,896,167
福島事務所借料 789,107 789,107
労働災害保険料 0 70,659

合　　　　　計 12,685,274 12,755,933

　　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 812,876 469,011

合　　　　　計 812,876 469,011

　　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 1,854,177,330,000 2,077,822,330,000
一般負担金 193,497,688,400 194,695,376,800
特別負担金 50,000,000,000 40,000,000,000
その他 34,726 147,786

合　　　　　計 2,097,675,053,126 2,312,517,854,586

　　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



【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 1,806,722,670,000 0 619,645,000,000 1,187,077,670,000
　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 2,806,722,670,000 0 619,645,000,000 2,187,077,670,000

　　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 7,247,372 5,747,500

合　　　　　計 7,247,372 5,747,500

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） 1,875,177,330,000 2,084,722,330,000
一般管理費等 953,514,630 1,066,511,857

合　　　　　計 1,876,130,844,630 2,085,788,841,857

　　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 2,251,365 2,351,097 短期借入金経過利息分等
社会保険料事業主
負担分等

52,821,886 67,795,249

合　　　　　計 55,073,251 70,146,346

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



【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 20,597,424 19,501,889

合　　　　　計 20,597,424 19,501,889

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

備　　　　　　　考

令和３年度分

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 1,806,722,670,000 0 619,645,000,000 1,187,077,670,000

合　　　　　計 1,806,722,670,000 0 619,645,000,000 1,187,077,670,000

　　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 19,332,500 13,062,500

合　　　　　計 19,332,500 13,062,500

　　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 304,075,580 228,056,685

合　　　　　計 304,075,580 228,056,685

　　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４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 54,700,170 482,900 0 0 0 55,183,070 61,393,643 8,155,404 69,549,047 47,027,666

工具器具備品 132,223,698 0 0 0 0 132,223,698 42,624,450 27,913,907 70,538,357 104,309,791

計 186,923,868 482,900 0 0 0 187,406,768 104,018,093 36,069,311 140,087,404 151,337,457

ソフトウェア 353,834,482 9,236,700 0 0 0 363,071,182 2,319,742 70,816,270 73,136,012 292,254,912

計 353,834,482 9,236,700 0 0 0 363,071,182 2,319,742 70,816,270 73,136,012 292,254,912

合計 540,758,350 9,719,600 0 0 0 550,477,950 106,337,835 106,885,581 213,223,416 443,592,369

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）

合　　　　　計

該当無し

107,550,177,600 合　　　　　計

会　　　社　　　名

合　　　　　計

金　　　　　額

当年度末残高

107,550,177,600

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



【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
120,011,915
1,082,819,667
1,202,831,582

（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

40,000,000,000

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

東京電力ホールディングス株式
会社

619,645,000,000 0 0 0 0

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



【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３年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
資金援助事業費 619,645,000,000

資金交付費 619,645,000,000 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 1,088,743,546

調査費用 347,689,402 特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費 20,267,568 訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費 720,786,576 訪問相談事業等

一般管理費 2,089,364,697
役員給与 88,449,056 役員8名分（非常勤役員2名含む）（年度末）
給料手当 809,309,337 職員107名分（年度末）
賞与 206,833,349
賞与引当金繰入額 91,355,239 令和４年６月賞与に係る３年度分
退職給付引当金繰入額 31,372,200 令和３年度末要支給対象者分
法定福利費 192,769,052
厚生福利費 10,503,047
雑給 175,488,134 謝金、契約職員人件費等
賃借料 230,745,286 東京本部、福島事務所賃借料等
保険料 482,830
水道光熱費 18,315,381 空調費、電気代等
租税課金 2,348,390 収入印紙等
旅費交通費 14,800,152 近距離交通費等
通信運搬費 21,860,402 電話料金等
消耗品費 9,511,291 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等
支払手数料 31,540,791 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
業務委託費 41,713,352 派遣職員、翻訳通訳、清掃費用等
減価償却費 106,885,581
新聞図書費 2,967,578 新聞代等
会議費 1,484,988 委員旅費等
雑費 629,261

事業外費用 423,648,005
機構債発行費 390,648,005 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

623,246,756,248

説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合　　　　　　計

科　　　　　目



【一般勘定】

　②収益明細表（令和３年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
資金援助事業収入 901,340,376,800

一般負担金収入 194,695,376,800 原子力事業者からの一般負担金
特別負担金収入 40,000,000,000 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 619,645,000,000

事業外収益 677,079,225
受取利息 676,558,321 資金等運用益等
雑収入 520,904

902,017,456,025

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 455,006,382,209 267,695,397,013

合　　　　　計 455,006,382,209 267,695,397,013

　　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 30,000,000,000 268,000,000,000

合　　　　　計 30,000,000,000 268,000,000,000

　　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 155,142,190 40,484,653

合　　　　　計 155,142,190 40,484,653

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】

　②固定資産
　　イ．投資その他の資産明細表

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
　長期性預金 0 50,000,000,000 0 50,000,000,000 廃炉等積立金

合　　　　　計 0 50,000,000,000 0 50,000,000,000

　③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 161,133,128 222,011,653

合　　　　　計 161,133,128 222,011,653

　④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 485,000,391,271 585,513,870,013

合　　　　　計 485,000,391,271 585,513,870,013

預金

備　　　　　　　考

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４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３年度） （単位：円）

金　　　額

（経常費用）
廃炉等積立金管理事業費 66,116,267

廃炉等積立金支払利息 66,116,267 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

66,116,267

　②収益明細表（令和３年度） （単位：円）
金　　　額

（経常収益）
廃炉等積立金管理事業収入 66,116,267

廃炉等積立金受取利息 66,116,267 資金等運用益

66,116,267

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


