
（１７）運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

　　 １．運営費交付金債務の増減の明細

 1)法人単位

（単位：円）

運営費交付金
収益

資産見返運営費
交付金

建設仮勘定見返
運営費交付金

資本剰余金 小計

5,433,831,902 23,920,485,000    28,836,105,367    513,714,146        4,497,389            -                        29,354,316,902    -                        

 2)石油天然ガス等勘定

（単位：円）

運営費交付金
収益

資産見返運営費
交付金

建設仮勘定見返
運営費交付金

資本剰余金 小計

4,954,614,205 20,245,230,000    24,807,988,777    387,358,039        4,497,389            -                        25,199,844,205    -                        

 3)投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

運営費交付金
収益

資産見返運営費
交付金

建設仮勘定見返
運営費交付金

資本剰余金 小計

27,912,984     81,507,000          109,419,984        -                        -                        -                        109,419,984        -                        

 4)金属鉱業一般勘定

（単位：円）

運営費交付金
収益

資産見返運営費
交付金

建設仮勘定見返
運営費交付金

資本剰余金 小計

451,304,713    3,593,748,000      3,918,696,606      126,356,107        -                        -                        4,045,052,713      -                        

交付金
当期交付額

期末残高期首残高

期首残高

期首残高

期末残高期首残高
交付金

当期交付額

期末残高
交付金

当期交付額

交付金
当期交付額

期末残高

当期振替額

当期振替額

当期振替額

当期振替額

（注）その他の勘定については、該当事項がないため記載を省略しております。



２．運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

　①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

　1）法人単位

（単位：円）

費用

人件費：808,423,404、管理諸費：272,704,587

459,057,599                                -

28,836,105,367        25,055,520,125

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

費用

452,372,059                                -

24,807,988,777        21,418,872,143

　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

費用

984                                            -

109,419,984                  74,736,766

○中期目標期間の 終年度であることから、独法会計基準第81条第4項の規定に
基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化しております。

退職手当：1,393,116、人件費：47,105,546、管理諸費：11,771,029

人件費：11,166,154、管理諸費：3,300,921

海外地質構造調査等事業費：7,485,228,137、その他事業費：5,281,554,801

退職手当：130,264,610、人件費：1,802,754,640、管理諸費：1,078,816,662

備蓄事業費：566,960,606、退職手当：58,449,327、人件費：678,429,755

管理諸費：225,705,923

海外炭開発支援事業費：1,531,197,357、退職手当：10,823,078、人件費：124,718,035

管理諸費：64,384,798

地熱発電技術研究開発事業費：1,449,912,409、退職手当：10,103,242、人件費：116,412,628

管理諸費：88,678,750

人件費：529,566,346、管理諸費：184,911,039

1,589,815,302      

517,673,391        

1,689,980,000      

区　　分
運営費交付金

収益 主な使途

2,965,325,308      

地熱開発

業務達成基準による振替額

会計基準第81第4項による振替額

合　計

区　　分

1,149,434,849      1,081,127,991      

期間進行基準による振替額 737,148,849        714,477,385        

資源備蓄 1,605,139,000      1,529,545,611      

石炭開発

18,377,179,276    

業務達成基準による振替額

石油開発

運営費交付金の主な使途

地熱開発 1,713,762,900      1,665,107,029      

1,922,386,693      1,731,123,268      

○中期目標期間の 終年度であることから、独法会計基準第81条第4項の規定に
基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化しております。

区　　分
運営費交付金

収益 主な使途

業務達成基準による振替額

2,692,054,294      金属開発

1,731,123,268      

1,665,107,029      

石油開発 18,377,179,276    15,778,618,850    

期間進行基準による振替額

558,978,742        

1,922,386,693      

1,713,762,900      

会計基準第81第4項による振替額

合　計

運営費交付金の主な使途

海外地質構造調査等事業費：7,485,228,137、その他事業費：5,281,554,801

退職手当：130,264,610、人件費：1,802,754,640、管理諸費：1,078,816,662

海外炭開発支援事業費：1,531,197,357、退職手当：10,823,078、人件費：124,718,035

地熱発電技術研究開発事業費：1,449,912,409、退職手当：10,103,242、人件費：116,412,628

鉱害防止支援事業費：143,675,587、退職手当：8,358,830、人件費：283,787,389

管理諸費：81,851,585

地質構造等調査事業費：593,188,862、その他事業費：581,961,016、退職手当：98,843,157

人件費：966,519,713、管理諸費：451,541,546

管理諸費：88,678,750

15,778,618,850    

備蓄事業費：566,960,606、退職手当：59,842,443、人件費：725,535,301

管理諸費：237,476,952

管理諸費：64,384,798

資源備蓄

鉱害防止

石炭開発

運営費交付金
収益 主な使途

運営費交付金の主な使途

資源備蓄 84,841,000          60,269,691          

14,467,075          

会計基準第81第4項による振替額
○中期目標期間の 終年度であることから、独法会計基準第81条第4項の規定に基づき、運
営費交付金債務残高の全額を収益化しております。

合　計

期間進行基準による振替額 24,578,000          



　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

費用

6,684,556                                    -

3,918,696,606            3,561,911,216

（注）その他の勘定については、該当事項がないため記載を省略しております。

　②資産見返運営費交付金、建設仮勘定見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

　1）法人全体

（単位：円）

振替額 振替額 主な使途 振替額 主な使途

研究設備：4,497,389

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

振替額 振替額 主な使途 振替額 主な使途

研究設備：4,497,389

　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

振替額 振替額 主な使途 振替額 主な使途

-                        

-                        

-                        

-                        

資産見返運営費交付金への振替 建設仮勘定見返運営費交付金への振替 資本剰余金への振替

-                        

工具器具備品：2,945,000、特許権：268,100

工具器具備品：2,945,000、特許権：268,100

-                        

-                        

4,497,389            

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

管理諸費：81,851,585

-                        

-                        

-                        

3,213,100            

513,714,146        

4,497,389            
建物：123,377,358、機械装置：121,445,196

特許権：68,149,068、その他：71,173,317

-                        

資本剰余金への振替

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

○中期目標期間の 終年度であることから、独法会計基準第81条第4項の規定に基づき、運
営費交付金債務残高の全額を収益化しております。

資本剰余金への振替建設仮勘定見返運営費交付金への振替

4,497,389            

合計 -                        -                        

資源備蓄 -                        -                        

石油開発 384,144,939        

セグメント

会計基準第81第4項による振替額

資産見返運営費交付金への振替

517,673,391        

区　　分
運営費交付金

収益

運営費交付金の主な使途

地質構造等調査事業費：593,188,862、その他事業費：581,961,016、退職手当：98,843,157

人件費：966,519,713、管理諸費：451,541,546

鉱害防止支援事業費：143,675,587、退職手当：8,358,830、人件費：283,787,389

主な使途

業務達成基準による振替額

金属開発 2,965,325,308      2,692,054,294      

鉱害防止 558,978,742        

期間進行基準による振替額 387,708,000        352,183,531        
人件費：267,690,904、管理諸費：84,492,627

合　計

セグメント

石油開発

金属開発

資源備蓄

鉱害防止

384,144,939        

99,191,849          

-                        

主な使途

建物：123,377,358、機械装置：121,445,196

特許権：68,149,068、その他：71,173,317

- 

27,164,258          
工具器具備品：18,711,000、機械装置：7,980,000

特許権：473,258

機械装置：58,222,000、工具器具備品：37,921,276

特許権：2,241,573、建物：807,000

石炭開発

地熱開発

地熱開発 3,213,100            

4,497,389            

資産見返運営費交付金への振替

主な使途

建設仮勘定見返運営費交付金の振替

資源備蓄

セグメント

-                        

合計 -                        

主な使途

石炭開発 -                        

合計 387,358,039        

-                        



　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

振替額 振替額 主な使途 振替額 主な使途

（注）その他の勘定については、該当事項がないため記載を省略しております。

３．運営費交付金債務残高の明細

該当事項がないため記載を省略しております。

-                        

資本剰余金への振替

-                        -                        

-                        合計 126,356,107        -                        

鉱害防止 27,164,258          
工具器具備品：18,711,000、機械装置：7,980,000

特許権：473,258

金属開発 99,191,849          -                        
機械装置：58,222,000、工具器具備品：37,921,276

特許権：2,241,573、建物：807,000

セグメント
資産見返運営費交付金への振替

主な使途

建設仮勘定見返運営費交付金への振替


