
（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

その他（注1） 小計

10,110,919,952 21,724,351,000      18,862,095,887    507,202,516                 104,954,493         -784,500             19,473,468,396    743,573,340         11,618,229,216    

 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

その他（注1） 小計

9,271,421,843  17,924,351,000      15,271,698,338    495,650,463                 104,954,493         -784,500             15,871,518,794    498,987,123         10,825,266,926    

 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

その他 小計

12,113,839       84,835,000            75,770,343          -                                 -                         -                         75,770,343          7,197,845            13,980,651          

 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

その他 小計

827,384,270     3,715,165,000        3,514,627,206      11,552,053                   -                         -                         3,526,179,259      237,388,372         778,981,639         

（注1）当期振替額のその他については、運営費交付金収益に含まれる建設仮勘定費用化見合の額を振り替えたものになります。

（注2）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。
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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：409,034,919、管理諸費：391,166,664

18,862,095,887                       17,563,474,226

　2）石油天然ガス等勘定

（単位：円）

費用

15,271,698,338                       14,152,483,449

　3）投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

（単位：円）

費用

75,770,343                                   72,870,620

　4）金属鉱業一般勘定

（単位：円）

費用

3,514,627,206               3,338,120,157           

（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。

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 11,070,997,143             10,198,752,258          

海外地質構造調査等事業費：3,338,666,969、石油開発促進事業費：2,853,112,952、

その他事業費：886,568,573

人件費：1,981,697,732、管理諸費：1,138,706,032

金属開発 2,758,831,629               2,613,881,701           
技術開発等事業費：467,093,243、その他事業費：664,823,743

人件費：975,605,610、管理諸費：506,359,105

資源備蓄 1,349,507,155               1,334,222,602           
備蓄事業費：498,706,782、人件費：618,781,543

管理諸費：216,734,277

地熱発電技術研究開発事業費：972,805,784

人件費197,042,524、管理諸費：78,300,664

鉱害防止 479,742,929                 447,960,203              
鉱害防止支援事業費：155,868,175

人件費：200,465,158、管理諸費：91,626,870

石炭開発 953,334,364                 920,306,907              
海外炭開発支援事業費：760,464,074

人件費：108,397,385、管理諸費：51,445,448

期間進行基準による振替額 994,624,528                 800,201,583              

地熱開発 1,255,058,139               1,248,148,972           

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 1,286,317,482               1,272,980,418           
備蓄事業費498,706,782、人件費：576,314,401

管理諸費：197,959,235

人件費：197,042,524、管理諸費：78,300,664

期間進行基準による振替額 705,991,210                 512,294,894              
人件費：229,503,908、管理諸費：282,790,986

業務達成基準による振替額

石油開発 11,070,997,143             10,198,752,258          

海外地質構造調査等事業費：3,338,666,969、石油開発促進事業費：2,853,112,952、

その他事業費：886,568,573

人件費：1,981,697,732、管理諸費：1,138,706,032

石炭開発 953,334,364                 920,306,907              
海外炭開発支援事業費：760,464,074

人件費：108,397,385、管理諸費：51,445,448

地熱開発 1,255,058,139               1,248,148,972           
地熱発電技術研究開発事業費：972,805,784

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 63,189,673                   61,242,184                
人件費：42,467,142、管理諸費：18,775,042

業務達成基準による振替額

期間進行基準による振替額 12,580,670                   11,628,436                
人件費：6,982,137、管理諸費：4,646,299

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

2,613,881,701           
技術開発等事業費：467,093,243、その他事業費：664,823,743

人件費：975,605,610、管理諸費：506,359,105
業務達成基準による振替額

金属開発 2,758,831,629               

鉱害防止 479,742,929                 447,960,203              
鉱害防止支援事業費：155,868,175

人件費：200,465,158、管理諸費：91,626,870

合　計

期間進行基準による振替額 276,052,648                 276,278,253              
人件費：172,548,874、管理諸費：103,729,379



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：247,951,719、建物：106,235,000、 研究設備：104,954,493

工具器具備品：42,615,941、その他：21,886,212

機械装置：6,519,500、工具器具備品：3,662,500、

特許権：669,053

特許権：1,112,150

特許権：701,000

-                                                                   

工具器具備品：3,747,000

工具器具備品：72,102,441

　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：247,951,719、建物：106,235,000、 研究設備：104,954,493

工具器具備品：42,615,941、その他：21,886,212

特許権：1,112,150

工具器具備品：3,747,000

工具器具備品：72,102,441

　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

機械装置：6,519,500、工具器具備品：3,662,500、

特許権：669,053

特許権：701,000

（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。

資源備蓄 1,112,150            -                       -                

石炭開発 3,747,000            -                       -                

鉱害防止 701,000               -                       -                

資本剰余金への振替

石油開発 418,688,872         104,954,493        -                

金属開発 10,851,053          -                       

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

-                

地熱開発 72,102,441          -                       -                

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

石油開発 418,688,872         104,954,493        -                

合計 507,202,516         104,954,493        -                

資源備蓄 1,112,150            -                       -                

石炭開発 3,747,000            -                       -                

地熱開発 72,102,441          -                       -                

合計 495,650,463         104,954,493        -                

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

-                鉱害防止 701,000               -                       

-                合計 11,552,053          -                       

-                -                       10,851,053          金属開発



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 334,426,148        賞与引当金見返151,976,995、退職給付引当金見返182,449,153

金属開発 204,548,190        賞与引当金見返74,042,375、退職給付引当金見返130,505,815

資源備蓄 114,654,693        賞与引当金見返51,450,230、退職給付引当金見返63,204,463

鉱害防止 32,840,182          賞与引当金見返20,193,465、退職給付引当金見返12,646,717

石炭開発 22,037,660          賞与引当金見返10,436,652、退職給付引当金見返1１,601,008

地熱開発 35,066,467          賞与引当金見返14,349,905、退職給付引当金見返20,716,562

合計 743,573,340        

　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 334,426,148        賞与引当金見返151,976,995、退職給付引当金見返182,449,153

資源備蓄 107,456,848        賞与引当金見返46,962,145、退職給付引当金見返60,494,703

石炭開発 22,037,660          賞与引当金見返10,436,652、退職給付引当金見返1１,601,008

地熱開発 35,066,467          賞与引当金見返14,349,905、退職給付引当金見返20,716,562

合計 498,987,123        

　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 7,197,845           賞与引当金見返4,488,085、退職給付引当金見返2,709,760

合計 7,197,845           

　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 204,548,190        賞与引当金見返74,042,375、退職給付引当金見返130,505,815

鉱害防止 32,840,182          賞与引当金見返20,193,465、退職給付引当金見返12,646,717

合計 237,388,372        

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）

11,618,229,216 

　2）石油天然ガス等勘定
（単位：円）

10,825,266,926 

費用進行基準を採用した業務に係る分 - 

配分留保額 10,503,402,611 
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 321,864,315

○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、探鉱データ処理作業等が、新型コロナウイルス
の影響等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120,823,119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、新型コロナウイ
ルス及び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86,103,844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、地熱井用PDCビットの実用化に向けて共同
研究を実施している。共同研究において追加の検証試験及び評価を行った後、総合評価を行う必要が
生じたため、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114,937,352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 10,986,025,408 
○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 632,203,808

○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、探鉱データ処理作業等が、新型コロナウイルス
の影響等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120,823,119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、新型コロナウイ
ルス及び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86,103,844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、地熱井用PDCビットの実用化に向けて共同
研究を実施している。共同研究において追加の検証試験及び評価を行った後、総合評価を行う必要が
生じたため、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114,937,352円を使
用し、収益化する予定。

　金属開発における海外地質構造調査事業について、相手国におけるボーリング調査が出来ない状況
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217,159,972円を使
用し、収益化する予定。

　鉱害防止における鉱害防止支援事業費について、旧松尾鉱山新中和処理施設40周年記念シンポジウ
ムが新型コロナウイルスの影響により開催延期になっ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67,720,697円を使用し、収益化する予定。
　
　金属開発、資源備蓄、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21,677,385円、資源備蓄で2,424,421円、鉱害
防止で1,357,018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）

13,980,651 

　4）金属鉱業一般勘定
（単位：円）

778,981,639 

（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 471,066,567 
○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 307,915,072 

○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。
　金属開発における海外地質構造調査事業について、相手国におけるボーリング調査が出来ない状況
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217,159,972円を使
用し、収益化する予定。
　鉱害防止における鉱害防止支援事業費について、旧松尾鉱山新中和処理施設40周年記念シンポジウ
ムが新型コロナウイルスの影響により開催延期になっ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67,720,697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21,677,385円、鉱害防止で1,357,018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 11,556,230 
○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 2,424,421 

○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2,424,421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




