
（１6）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

8,771,819,782  19,587,539,000      17,106,301,168    270,996,349                 80,657,200          -                         17,457,954,717    790,484,113         10,110,919,952    

 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

8,153,104,629  15,787,539,000      13,894,976,149    225,044,884                 77,982,100          -                         14,198,003,133    471,218,653         9,271,421,843      

 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

9,355,623        85,517,000            76,898,103          -                                 -                         -                         76,898,103          5,860,681            12,113,839          

 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

609,359,530     3,714,483,000        3,134,426,916      45,951,465                   2,675,100            -                         3,183,053,481      313,404,779         827,384,270         

期末残高期首残高

期首残高

期首残高

期末残高期首残高 当期交付額

期末残高当期交付額

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

引当金見返との
相殺額

引当金見返との
相殺額

引当金見返との
相殺額

引当金見返との
相殺額

（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。

当期交付額



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：599,523,769、管理諸費：385,923,521

17,106,301,168                        16,924,953,470

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

費用

13,894,976,149                        13,799,961,787

　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

費用

76,898,103                                   75,272,384

　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

費用

3,134,426,916               3,049,719,299            

（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。

合　計

期間進行基準による振替額 293,868,725                  294,438,443              
人件費：189,464,216、管理諸費：104,974,227

2,358,898,989            
技術開発等事業費：371,435,860、その他事業費：564,571,994、

人件費：945,498,342、管理諸費：477,392,793
業務達成基準による振替額

金属開発 2,423,224,453               

鉱害防止 417,333,738                  396,381,867              
鉱害防止支援事業費：121,640,743、

人件費：201,443,519、管理諸費：73,297,605

期間進行基準による振替額 13,408,884                   13,357,368                
人件費：8,293,850、管理諸費：5,063,518

合　計

区　　分
運営費交付金

収益

運営費交付金の主な使途

主な使途

資源備蓄 63,489,219                   61,915,016                
人件費：45,169,037、管理諸費：16,745,979

業務達成基準による振替額

1,471,791,096            
地熱発電技術研究開発事業費：1,244,963,805、

合　計

区　　分
運営費交付金

収益

運営費交付金の主な使途

主な使途

資源備蓄 1,170,484,647               1,133,398,726            
備蓄事業費437,365,844、人件費：509,495,418

管理諸費：186,537,464

人件費157,650,931、管理諸費：69,176,360

期間進行基準による振替額 670,679,818                  677,651,479              
人件費：401,765,703、管理諸費：275,885,776

業務達成基準による振替額

石油開発 9,969,242,293               9,954,861,791            
石油開発促進事業費：2,661,527,611、その他事業費：3,876,532,219

人件費：1,824,848,817、管理諸費：1,591,953,144

石炭開発 595,454,770                  562,258,695              
海外炭開発支援事業費：396,836,005、

人件費：113,633,983、管理諸費：51,788,707

地熱開発 1,489,114,621               

合　計

区　　分
運営費交付金

収益

運営費交付金の主な使途

主な使途

期間進行基準による振替額 977,957,427                  985,447,290              

地熱開発 1,489,114,621               1,471,791,096            

鉱害防止 417,333,738                  396,381,867              
鉱害防止支援事業費：121,640,743、

人件費：201,443,519、管理諸費：73,297,605

石炭開発 595,454,770                  562,258,695              
海外炭開発支援事業費：396,836,005、

人件費：113,633,983、管理諸費：51,788,707

区　　分
運営費交付金

収益

運営費交付金の主な使途

主な使途

業務達成基準による振替額

石油開発 9,969,242,293               9,954,861,791            
石油開発促進事業費：2,661,527,611、その他事業費：3,876,532,219

人件費：1,824,848,817、管理諸費：1,591,953,144

金属開発 2,423,224,453               2,358,898,989            
技術開発等事業費：371,435,860、その他事業費：564,571,994、

人件費：945,498,342、管理諸費：477,392,793

資源備蓄 1,233,973,866               1,195,313,742            
備蓄事業費437,365,844、人件費：554,664,455

管理諸費：203,283,443

地熱発電技術研究開発事業費：1,244,963,805、

人件費157,650,931、管理諸費：69,176,360



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 主な使途 振替額 主な使途 振替額 主な使途

機械装置：89,926,050、建物：13,932,605、 研究設備：77,982,100

特許権：20,700,594、その他：57,090,567

工具器具備品：29,853,402、建物：4,720,606 通信機器：2,675,100

機械装置：4,549,000、その他：3,656,987

工具器具備品：5,917,340

工具器具備品：2,417,670、その他：753,800

-                                                                   

機械装置：36,501,980

工具器具備品：975,748 -                                     

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

振替額 主な使途 振替額 主な使途 振替額 主な使途

機械装置：89,926,050、建物：13,932,605、 研究設備：77,982,100

特許権：20,700,594、その他：57,090,567

工具器具備品：5,917,340

機械装置：36,501,980

工具器具備品：975,748

　3）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

振替額 主な使途 振替額 主な使途 振替額 主な使途

工具器具備品：29,853,402、建物：4,720,606  通信機器：2,675,100

機械装置：4,549,000、その他：3,656,987

工具器具備品：2,417,670、その他：753,800

（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。

-                鉱害防止 3,171,470            -                       

-                合計 45,951,465          2,675,100           

セグメント
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

地熱開発 975,748               -                       -                

合計 225,044,884         77,982,100          -                

資源備蓄 5,917,340            -                       -                

石炭開発 36,501,980          -                       -                

石油開発 181,649,816         77,982,100          -                

合計 270,996,349         80,657,200          -                

地熱開発 975,748               -                       -                

セグメント
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

資本剰余金への振替

石油開発 181,649,816         77,982,100          -                

金属開発 42,779,995          2,675,100           

セグメント
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

-                2,675,100           42,779,995          金属開発

-                

資源備蓄 5,917,340            -                       -                

石炭開発 36,501,980          -                       -                

鉱害防止 3,171,470            -                       -                



３．引当金見返との相殺額の明細

　1）法人全体

（単位：円）

相殺額 主な相殺額の内訳

石油開発 315,756,794        賞与引当金見返149,778,278、退職給付引当金見返165,978,516

金属開発 282,562,716        賞与引当金見返79,647,747、退職給付引当金見返202,914,969

資源備蓄 110,932,364        賞与引当金見返55,094,813、退職給付引当金見返55,837,551

鉱害防止 30,842,063          賞与引当金見返22,755,802、退職給付引当金見返8,086,261

石炭開発 21,949,709          賞与引当金見返9,940,483、退職給付引当金見返12,009,226

地熱開発 28,440,467          賞与引当金見返11,928,889、退職給付引当金見返16,511,578

合計 790,484,113        

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

相殺額 主な相殺額の内訳

石油開発 315,756,794        賞与引当金見返149,778,278、退職給付引当金見返165,978,516

資源備蓄 105,071,683        賞与引当金見返51,031,284、退職給付引当金見返54,040,399

石炭開発 21,949,709          賞与引当金見返9,940,483、退職給付引当金見返12,009,226

地熱開発 28,440,467          賞与引当金見返11,928,889、退職給付引当金見返16,511,578

合計 471,218,653        

　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

相殺額 主な相殺額の内訳

資源備蓄 5,860,681           賞与引当金見返4,063,529、退職給付引当金見返1,797,152

合計 5,860,681           

　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

相殺額 主な相殺額の内訳

金属開発 282,562,716        賞与引当金見返79,647,747、退職給付引当金見返202,914,969

鉱害防止 30,842,063          賞与引当金見返22,755,802、退職給付引当金見返8,086,261

合計 313,404,779        

セグメント
引当金見返との相殺

セグメント
引当金見返との相殺

セグメント
引当金見返との相殺

セグメント
引当金見返との相殺



４．運営費交付金債務残高の明細
　1）法人全体

（単位：円）

10,110,919,952  

　2）石油天然ガス等勘定
（単位：円）

9,271,421,843   

費用進行基準を採用した業務に係る分 -                     

配分留保額 8,226,415,661   
〇不測の事態に備えるため、予備費として留保し、翌事業年度に繰り越ししたものである。
〇当該金額については、翌事業年度に石油開発等に係る事業に使用し、収益化する予定である。

合　計

合　計

運営費交付金債務残高 使用見込み

業務達成基準を採用した業務に係る分 1,045,006,182

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。

　石油開発における海外地質構造調査事業等について、相手国における探鉱データ処理作業等が、新
型コロナウイルスの影響で大幅に遅延したこと等により、翌事業年度へ繰り越したもの。なお、事業完了予
定年度である翌事業年度に696,725,359円を使用し、収益化する予定。

　石炭開発における海外炭開発支援事業について、海外で実施する予定の地震探査が、現地の天候不
良等の影響で、その準備作業に遅延が生じたことにより、翌事業年度へ繰り越したもの。なお、事業完了
予定年度である翌事業年度に77,233,124円を使用し、収益化する予定。

　地熱開発における地熱発電技術研究開発事業について、研究機器の制作、実証試験及び当該試験
データの解析・評価等を行う予定であったが、新型コロナウイルスの影響で当該機器の部品の納入が大
幅に遅延することになったため、翌事業年度へ繰り越したもの。なお、事業完了年度である翌事業年度に
246,080,407円を使用し、収益化する予定。

石油開発、資源備蓄、石炭開発における退職手当について、予算配賦額と支払実績額との差額を翌事
業年度へ繰り越したもの。なお、翌事業年度に石油開発で14,922,572円、資源備蓄で9,287,851円、石炭
開発で756,869円を収益化する予定。

費用進行基準を採用した業務に係る分 -                     

配分留保額 8,657,990,650   
○不測の事態に備えるため、予備費として留保し、翌事業年度に繰り越ししたものである。
〇当該金額については、翌事業年度に石油開発及び金属開発等に係る事業等に使用し、収益化する予
定である。

運営費交付金債務残高 使用見込み

業務達成基準を採用した業務に係る分 1,452,929,302

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。

　石油開発における海外地質構造調査事業等について、相手国における探鉱データ処理作業等が、新
型コロナウイルスの影響で大幅に遅延したこと等により、翌事業年度へ繰り越したもの。なお、事業完了予
定年度である翌事業年度に696,725,359円を使用し、収益化する予定。

　石炭開発における海外炭開発支援事業について、海外で実施する予定の地震探査が、現地の天候不
良等の影響で、その準備作業に遅延が生じたことにより、翌事業年度へ繰り越したもの。なお、事業完了
予定年度である翌事業年度に77,233,124円を使用し、収益化する予定。

　地熱開発における地熱発電技術研究開発事業について、研究機器の制作、実証試験及び当該試験
データの解析・評価等を行う予定であったが、新型コロナウイルスの影響で当該機器の部品の納入が大
幅に遅延することになったため、翌事業年度へ繰り越したもの。なお、事業完了年度である翌事業年度に
246,080,407円を使用し、収益化する予定。

　金属開発における銅原料中の不純物低減技術開発事業等について、浮遊選鉱試験に供する鉱石をチ
リから調達する予定であったが、新型コロナウィルスの世界的な感染拡大による混乱や現地輸出手続きの
改定などにより年度内の調達が出来なかったことから、試験の実施及び経費の支出を翌事業年度へ繰り
越したもの。なお、事業完了予定年度である翌事業年度に373,109,314円を使用し、収益化する予定。

石油開発、金属開発、資源備蓄、鉱害防止、石炭開発における退職手当について、予算配賦額と支払
実績額との差額を翌事業年度へ繰り越したもの。なお、翌事業年度に石油開発で14,922,572円、金属開
発で26,861,988円、資源備蓄で11,775,316円、鉱害防止で5,464,353円、石炭開発で756,869円を使用
し、収益化する予定。



　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定
（単位：円）

12,113,839        

　4）金属鉱業一般勘定
（単位：円）

827,384,270      

（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。

配分留保額 421,948,615      
○不測の事態に備えるため、予備費として留保し、翌事業年度に繰り越ししたものである。
〇繰り越した金額については、翌事業年度に金属開発等に係る事業に使用し、収益化する予定である。

合　計

費用進行基準を採用した業務に係る分 -                     

合　計

運営費交付金債務残高 使用見込み

業務達成基準を採用した業務に係る分 405,435,655      

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。
金属開発における銅原料中の不純物低減技術開発事業等について、浮遊選鉱試験に供する鉱石をチリ
から調達する予定であったが、新型コロナウィルスの世界的な感染拡大による混乱や現地輸出手続きの
改定などにより年度内の調達が出来なかったことから、試験の実施及び経費の支出を翌事業年度へ繰り
越したもの。なお、事業完了予定年度である翌事業年度に373,109,314円を使用し、収益化する予定。
　金属開発及び鉱害防止における退職手当について、予算配賦額と支払実績額との差額を翌事業年度
へ繰り越したもの。なお、翌事業年度に金属開発で26,861,988円、鉱害防止で5,464,353円を使用し、収
益化する予定。

費用進行基準を採用した業務に係る分 -                     

配分留保額 9,626,374         
○不測の事態に備えるため、予備費として留保し、翌事業年度に繰り越ししたものである。
〇繰り越した金額については、翌事業年度に資源備蓄に係る事業に使用し、収益化する予定である。

業務達成基準を採用した業務に係る分 2,487,465         

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。

　資源備蓄における退職手当について、予算配賦額と支払実績額との差額を翌事業年度へ繰り越したも
の。なお、翌事業年度に2,487,465円を使用し、収益化する予定。

運営費交付金債務残高 使用見込み




