
（１８）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

-                    23,675,866,000      15,940,806,907    248,085,081                 43,128,404          -                        16,232,020,392    7,443,845,608      

 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

-                    19,990,384,000      12,791,122,382    165,423,708                 43,128,404          -                        12,999,674,494    6,990,709,506      

 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

-                    80,392,000            75,644,859          -                                -                        -                        75,644,859          4,747,141            

 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

-                    3,605,090,000       3,074,039,666      82,661,373                   -                        -                        3,156,701,039      448,388,961        

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：770,770,638、管理諸費：306,865,671

15,940,806,907                 15,260,873,917

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

費用

12,791,122,382                 12,273,104,896

　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

費用

75,644,859                             71,006,363

退職手当：1,221,859、人件費：44,129,533、管理諸費：12,188,601

人件費：10,057,220、管理諸費：3,409,150

石油開発促進事業費：2,483,627,365、その他事業費：2,536,340,088

退職手当：97,049,467、人件費：1,879,850,158、管理諸費：1,175,471,952

備蓄事業費：500,324,929、退職手当：39,382,854、人件費：645,257,340

管理諸費：243,000,900

海外炭開発支援事業費：634,634,112、退職手当：6,244,077、人件費：101,449,794

管理諸費：53,337,491

地熱発電技術研究開発事業費：939,044,473、退職手当：7,684,225、人件費：124,871,437

管理諸費：82,141,866

人件費：507,359,874、管理諸費：216,032,494

1,485,506,016              

452,998,816                 

1,538,447,713      

区　　分
運営費交付金

収益 主な使途

2,262,770,856      

地熱開発

業務達成基準による振替額

合　計

区　　分

1,072,943,400      1,077,636,309              

期間進行基準による振替額 718,057,400        723,392,368                 

資源備蓄 1,476,316,854      1,427,966,023              

石炭開発

8,584,924,872      

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 1,171,539,698      1,153,742,001              

840,283,558        795,665,474                 

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

2,122,986,271              金属開発

795,665,474                 

1,153,742,001              

石油開発 8,584,924,872      8,172,339,030              

期間進行基準による振替額

469,896,810        

840,283,558        

1,171,539,698      

合　計

運営費交付金の主な使途

石油開発促進事業費：2,483,627,365、その他事業費：2,536,340,088

退職手当：97,049,467、人件費：1,879,850,158、管理諸費：1,175,471,952

海外炭開発支援事業費：634,634,112、退職手当：6,244,077、人件費：101,449,794

地熱発電技術研究開発事業費：939,044,473、退職手当：7,684,225、人件費：124,871,437

鉱害防止支援事業費：121,131,911、退職手当：6,842,144、人件費：247,828,212

管理諸費：77,196,549

情報収集提供等事業費：281,082,159、その他事業費：288,241,173、退職手当：118,164,895

人件費：984,834,210、管理諸費：450,663,834

管理諸費：82,141,866

8,172,339,030              

備蓄事業費：500,324,929、退職手当：40,604,713、人件費：689,386,873

管理諸費：255,189,501

管理諸費：53,337,491

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 62,130,859          57,539,993                   

13,466,370                   

合　計

期間進行基準による振替額 13,514,000          



　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

費用

3,074,039,666                    2,916,762,658

（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：38,548,404

掘削設備：4,580,000

　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：38,548,404

掘削設備：4,580,000

　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

特許権：209,500

-                        

-                        

工具器具備品：1,376,000

-                        

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

-                        

-                        

-                         

209,500                

248,085,081          

機械装置：83,267,763、工具器具備品：19,371,514

特許権：56,558,931、その他：4,640,000

特許権：209,500

-                        

4,580,000            

43,128,404          

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

管理諸費：77,196,549

-                        

-                        

38,548,404          

-                        

資本剰余金への振替

-                        

-                        

-                        

-                        

4,580,000            

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

38,548,404          

合計 -                         -                        

資源備蓄 1,376,000             -                        

石油開発 163,838,208          

セグメント

資産見返運営費交付金への振替

452,998,816                 

区　　分
運営費交付金

収益

運営費交付金の主な使途

情報収集提供等事業費：281,082,159、その他事業費：288,241,173、退職手当：118,164,895

人件費：984,834,210、管理諸費：450,663,834

鉱害防止支援事業費：121,131,911、退職手当：6,842,144、人件費：247,828,212

主な使途

業務達成基準による振替額

金属開発 2,262,770,856      2,122,986,271              

鉱害防止 469,896,810        

期間進行基準による振替額 341,372,000        340,777,571                 
人件費：253,353,544、管理諸費：87,424,027

合　計

セグメント

石油開発

金属開発

資源備蓄

鉱害防止

163,838,208          

64,169,823            

1,376,000             

主な使途

機械装置：83,267,763、工具器具備品：19,371,514

特許権：56,558,931、その他：4,640,000

工具器具備品：1,376,000

18,491,550            
構築物10,930,000、機械装置：4,584,000

工具器具備品2,595,900、特許権：381,650

工具器具備品：39,066,165、機械装置：10,569,500

建物7,377,751、その他7,156,407

石炭開発

地熱開発

地熱開発 209,500                

43,128,404          

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 165,423,708          

-                        



　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

　1）法人全体

（単位：円）

7,443,845,608      

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

6,990,709,506      

-                        

-                        -                        

資本剰余金への振替

-                        

期間進行基準を採用した業務に係る分 -                        〇翌事業年度への繰越額はない。

合　計

その他 5,136,539,000      
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

運営費交付金債務残高 使用見込み

○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す。

石油開発における石油開発促進事業等について、機材調達に関する現地相手国企業からの事前承認に時間を要し、契約及び事業
開始時期が遅延したこと等の理由により、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993,180,583円
を使用し、収益化する予定。

　石炭開発における海外炭探鉱支援事業について、共同調査相手方政府機関による地元政府の許認可取得手続きの遅れにより、当
初より調査着手が遅れている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101,281,519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、涵養井改修工事にかかる許認可手続き取得の遅延の他、降雪等の天候
不順、地質環境に起因する坑内作業難航等により、当初計画から工事の進捗が遅延したため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710,210,027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、石炭開発及び地熱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42,809,533円、金属開発で27,534,105円、資源備蓄で1,675,287
円、鉱害防止で3,157,856円、石炭開発で3,755,923円、地熱開発で2,315,775円を使用し、収益化する予定。

〇翌事業年度への繰越額はない。期間進行基準を採用した業務に係る分 -                        

その他 5,557,925,000      
○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。

1,885,920,608

合計 82,661,373            -                        

鉱害防止 18,491,550            
構築物10,930,000、機械装置：4,584,000

工具器具備品2,595,900、特許権：381,650

金属開発 64,169,823            -                        
工具器具備品：39,066,165、機械装置：10,569,500

建物7,377,751、その他7,156,407

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

1,854,170,506

業務達成基準を採用した業務に係る分

○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す。

　石油開発における石油開発促進事業等について、機材調達に関する現地相手国企業からの事前承認に時間を要し、契約及び事
業開始時期が遅延したこと等の理由により、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993,180,583
円を使用し、収益化する予定。

　石炭開発における海外炭探鉱支援事業について、共同調査相手方政府機関による地元政府の許認可取得手続きの遅れにより、当
初より調査着手が遅れている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101,281,519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、涵養井改修工事にかかる許認可手続き取得の遅延の他、降雪等の天候
不順、地質環境に起因する坑内作業難航等により、当初計画から工事の進捗が遅延したため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710,210,027円を使用し、収益化する予定。

石油開発、資源備蓄、石炭開発及び地熱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42,809,533円、資源備蓄で617,146円、石炭開発で3,755,923円、地熱開発で2,315,775
円を使用し、収益化する予定。

業務達成基準を採用した業務に係る分

運営費交付金債務残高 使用見込み



　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

4,747,141            

　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

448,388,961        

（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

合　計

期間進行基準を採用した業務に係る分 -                        〇翌事業年度への繰越額はない。

運営費交付金債務残高 使用見込み

○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す。

　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27,534,105円、鉱害防止で3,157,856円を使用し、収益化する予定。

その他 417,697,000        
○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。

業務達成基準を採用した業務に係る分 30,691,961          

その他 3,689,000            
○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の退職手当に使用し、収益化する予定である。

期間進行基準を採用した業務に係る分 -                        〇翌事業年度への繰越額はない。

運営費交付金債務残高 使用見込み

○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す。

　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
1,058,141円を使用し、収益化する予定。

業務達成基準を採用した業務に係る分 1,058,141            


