
［単位：円］

資産の部
Ⅰ流動資産

現金及び預金  
有価証券
たな卸資産
未収収益
未収金

流動資産合計 2,031,599,984

Ⅱ固定資産
1 有形固定資産

建　　　　物 36,001,557
減価償却累計額 25,727,769

工具器具備品 146,520,709
減価償却累計額 98,736,030

建設仮勘定 20,389,116
有形固定資産合計

2 無形固定資産
電話加入権
その他

無形固定資産合計

3 投資その他の資産
投資有価証券
敷金・保証金

投資その他の資産合計
固定資産合計 596,234,220

資　産　合　計 2,627,834,204

2,773,119

1,217,494,214

98,003,496
493,987,442

貸　借　対　照　表
平成２７年３月３１日

独立行政法人　水産総合研究センター
（海洋水産資源開発勘定）

科　　　目 金　　　額

16,526,184
500,207,465

516,733,649

1,052,988

78,447,583

596,988

47,784,679

10,273,788

219,341,713

456,000



［単位：円］

負債の部
Ⅰ流動負債

運営費交付金債務
未払金

流動負債合計 1,252,267,855

Ⅱ固定負債
資産見返負債

資産見返運営費交付金 57,988,691
資産見返補助金等 41,837
建設仮勘定見返運営費交付金 20,389,116
工業所有権仮勘定見返運営費交付金 456,000

固定負債合計 78,875,644
負　債　合　計 1,331,143,499

純資産の部
Ⅰ資本金

政府出資金
資本金合計 1,280,647,533

Ⅱ資本剰余金
資本剰余金
損益外減損損失累計額（▲）

資本剰余金合計 16,043,172
純 資 産 合 計 1,296,690,705

負債純資産合計 2,627,834,204

科　　　目 金　　　額

382,651,411
 

78,875,644
 

▲ 542,988

1,280,647,533

16,586,160

869,616,444



独立行政法人　水産総合研究センター
［単位：円］

経常費用
海洋開発業務費

給与手当 136,938,554                       
福利厚生費 29,090,785                         
雑給 73,780,293                         
退職手当 28,461,927                         
外部委託費 142,388,980                       
研究材料消耗品費 80,431,491                         
旅費交通費 54,228,049                         
備品費 12,801,290                         
減価償却費 17,776,002                         
保守・修繕費 4,101,993                          
水道光熱費 683,235,549                       
用船費 2,012,974,261                     
その他経費 75,531,380                         3,351,740,554                     

一般管理費
役員報酬 2,375,139                          
給与手当 59,991,924                         
福利厚生費 11,924,212                         
雑給 18,193,486                         
退職手当 686,947                             
旅費交通費 3,753,566                          
消耗品費 2,193,794                          
備品費 2,460,377                          
減価償却費 2,964,401                          
保守・修繕費 7,823,836                          
水道光熱費 908,395                             
賃借料 9,527,886                          
その他経費 19,101,373                         141,905,336                       

経常費用合計 3,493,645,890                     

経常収益
運営費交付金収益 2,115,098,474                     
事業収益

漁獲物売却収入 1,347,120,580                     
その他事業収入 17,203                              1,347,137,783                     

資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金戻入 20,670,767                         
資産見返補助金等戻入 41,784                              20,712,551                         

財務収益
有価証券利息 2,630,127                          2,630,127                          

雑益
還付消費税等 7,577,107                          
その他の雑益 489,853                             8,066,960                          

経常収益合計 3,493,645,895                     
経常利益 5                                      

臨時損失
固定資産除却損 92,422                              92,422                              

臨時利益
資産見返運営費交付金戻入 92,412                              
資産見返補助金等戻入 5                                      92,417                              

当期純利益 0
前中期目標期間繰越積立金取崩額 0
当期総利益 0

損　益　計　算　書
自平成２６年４月１日　至平成２７年３月３１日

（海洋水産資源開発勘定）
科　　　　　目 金　　　　　額



独立行政法人　水産総合研究センター

（海洋水産資源開発勘定） [単位：円]

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出 ▲ 2,245,553,653
人件費支出 ▲ 332,941,752
その他の業務支出 ▲ 880,777,306
運営費交付金収入 2,082,038,000
漁獲物売却収入 1,338,915,947
その他の収入 5,243,832
　　　　　　小計 ▲ 33,074,932
利息の受取額 7,981,412

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 25,093,520

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 ▲ 498,553,360
有価証券の償還による収入 494,100,000
有形固定資産の取得による支出 ▲ 21,307,980

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 25,761,340

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー -                         

　
Ⅳ資金増減額 ▲ 50,854,860
Ⅴ資金期首残高 1,268,349,074
Ⅵ資金期末残高 1,217,494,214

キャッシュ・フロー計算書
自平成２６年４月１日　至平成２７年３月３１日

科　　　　　　　　　　目 金　　　額



独立行政法人　水産総合研究センター
（海洋水産資源開発勘定） [単位：円]

Ⅰ 当期未処分利益 0
当期総利益 0

Ⅱ 利益処分額 0

利益の処分に関する書類



独立行政法人　水産総合研究センター

（海洋水産資源開発勘定） [単位：円]

Ⅰ　業務費用
損益計算書上の費用

海洋開発業務費 3,351,740,554
一般管理費 141,905,336
臨時損失 92,422 3,493,738,312

事業収益 1,347,137,783
財務収益 2,630,127
雑益 8,066,960 1,357,834,870 2,135,903,442

1,737,495

▲ 16,099,300

5,186,762

2,126,728,399

Ⅳ　機会費用

Ⅴ　行政サービス実施コスト

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用

Ⅲ　引当外退職給付増加見積額

Ⅱ　引当外賞与見積額

行政サービス実施コスト計算書
自平成２６年４月１日　至平成２７年３月３１日

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額

（控除）自己収入等



[重要な会計方針等]　

１． 運営費交付金収益の計上基準
 　すべての業務において費用進行基準を採用しております。これは先端的技術開発や知見を導き出すなどの当セン
ター研究開発業務の性質上、業務と運営費交付金との対応関係を明確に示すことが困難であるため、費用進行基準
を採用しているものであります。

２． 減価償却の会計処理方法
   有形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　　建物 10 ～ 18 年
　　工具器具備品 3 ～ 7 年

３． 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

４． 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
　 退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりま
せん。
　 なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在職する役職員に
ついて、当事業年度末の退職給付見積額から前事業年度末の退職給付見積額を控除した額から、退職者に係る前
事業年度末退職給付見積額を控除して計算しております。

５． 有価証券の評価基準及び評価方法
　 満期保有目的債券
　　　償却原価法（利息法）を採用しております。

６． たな卸資産の評価基準及び評価方法
　 貯蔵品の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法を採用しております。
　 副産物については見積売却価額から見積販売経費を控除した金額で評価しております。

７． 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
　 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

８． キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　 キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。

９． 消費税等の会計処理
　 税込方式によっております。

[貸借対照表関係]

１． 　 当期の運営費交付金による財源措置が手当されない賞与の見積額
円

２． 　 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額
円

18,482,581

130,046,596

　 賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

　　　10年利付国債の平成27年３月末利回を参考に0.40%で計算しております。　　

　 なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額
から前事業年度末の引当外賞与見積額を控除して計算しております。



[キャッシュ・フロー計算書関係]

　 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金預金勘定　 1,217,494,214 円

　　 資金期末残高　 1,217,494,214 円

[行政サービス実施コスト計算書関係]

 　引当外退職給付増加見積額のうち、14,986,939円については国からの出向職員に係るものであります。

[重要な債務負担行為]

[重要な後発事象]

[金融商品の時価等に関する注記]

１． 金融商品の状況に関する事項
　 資金運用については短期的な預金及び公社債等に限定しております。
　 また、投資有価証券は、独立行政法人通則法第４７条の規定等に基づき、公債のみを保有しており株式等は保有
しておりません。

２． 金融商品の時価等に関する事項
　 期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

1,217,494,214

219,341,713

996,491,750

996,491,750

(382,651,411)

　（注）負債に計上されているものは、(　）で示しております。

（注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項

　（１）現金及び預金、（２）未収金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　（３）有価証券及び投資有価証券
　これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

　（４）未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

［独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報］

　平成27年３月６日に、「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案」が
第189回国会に提出され、同法律案の成立を条件として、法律の施行の時（平成28年４月１日）に、当法人は、独立行
政法人水産大学校と統合する予定です。
　なお、平成27年４月１日付けで、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関す
る法律(平成26年法律第67号)が施行されたことに伴い、同日をもって、水産総合研究センターの名称が「独立行政法
人水産総合研究センター」から「国立研究開発法人水産総合研究センター」に変更となっております。

 　 該当する事項はありません。

貸借対照表
計上額

時価 差額

  　該当する事項はありません。

（３）　有価証券及び投資有価証券 994,194,907 2,296,843

　　　 満期保有目的債券 994,194,907

（４）　未払金 (382,651,411) －  

2,296,843

（２）　未収金 219,341,713 －  

（１）　現金及び預金 1,217,494,214 －  



附　属　明　細　書　（海洋水産資源開発勘定）

[単位：円]

 当期償却額

建物 36,001,557 - - 36,001,557 25,727,769 1,812,008 - 10,273,788

工具器具備品 130,331,649 21,307,980 5,118,920 146,520,709 98,736,030 18,928,395 - 47,784,679

計 166,333,206 21,307,980 5,118,920 182,522,266 124,463,799 20,740,403 - 58,058,467

建設仮勘定 - 20,389,116 - 20,389,116 - - - 20,389,116

計 - 20,389,116 - 20,389,116 - - - 20,389,116

建物 36,001,557 - - 36,001,557 25,727,769 1,812,008 - 10,273,788

工具器具備品 130,331,649 21,307,980 5,118,920 146,520,709 98,736,030 18,928,395 - 47,784,679

建設仮勘定 - 20,389,116 - 20,389,116 - - - 20,389,116

計 166,333,206 41,697,096 5,118,920 202,911,382 124,463,799 20,740,403 - 78,447,583

電話加入権 1,139,976 - - 1,139,976 - - 542,988 596,988

その他 456,000 - - 456,000 - - - 456,000

計 1,595,976 - - 1,595,976 - - 542,988 1,052,988

投資有価証券 500,133,036 74,429 - 500,207,465 - - - 500,207,465

敷金・保証金 16,526,184 - - 16,526,184 - - - 16,526,184

計 516,659,220 74,429 - 516,733,649 - - - 516,733,649

投資その
他の資産

無形固定
資産

（１）　固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87　特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91　資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」
による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

期　 末
残 　高

資産の種類
期　 首
残 　高

有形固定
資産

（償却費
損益内）

当 　期
増加額

当 　期
減少額

有形固定
資産合計

減価償却累計額
減損損失累計額

差引当期末
残　　　　 高

摘　要

非償却
資産



（２）　たな卸資産の明細

[単位：円]

当期購入・
製造・振替

その他 払出・振替 その他

貯蔵品 942,900 697,140 - 942,900 - 697,140

副産物 86,074,541 97,306,356 - 86,074,541 - 97,306,356

計 87,017,441 98,003,496 - 87,017,441 - 98,003,496

期　　末
残　　高

摘　要種　類
期　　首
残　　高

当期増加額 当期減少額



（３）　有価証券の明細

①　流動資産として計上された有価証券
[単位：円]

種類及び銘柄 取得価額 券面総額
貸借対照表

計上額
当期費用に含ま
れた評価差額

17年度１回ア号千葉県債 222,323,200 220,000,000 220,186,702 －

279回大阪府公募公債 161,883,200 160,000,000 160,466,875 － 償還日　平成27年６月29日

17年度第４回兵庫県公募公債 114,346,960 113,000,000 113,333,865 － 償還日　平成27年６月29日

計 498,553,360 493,000,000 493,987,442 －
貸借対照表
計上額合計

493,987,442

②　投資その他の資産として計上された有価証券
[単位：円]

種類及び銘柄 取得価額 券面総額
貸借対照表

計上額
当期費用に含ま
れた評価差額

５年利付国債(第97回) 499,929,778 500,300,000 500,207,465 －
計 499,929,778 500,300,000 500,207,465 －

貸借対照表
計上額合計

500,207,465

満期保有
目的債券

摘要

償還日　平成27年４月24日満期保有
目的債券

摘要

償還日　平成28年６月20日



[単位：円]

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　　要

1,280,647,533 -                         -                         1,280,647,533

1,280,647,533 -                         -                         1,280,647,533

運営費交付金 16,586,160 -                         -                         16,586,160

16,586,160 -                         -                         16,586,160

▲ 542,988 -                         -                         ▲ 542,988

16,043,172 -                         -                         16,043,172

（４）　資本金及び資本剰余金の明細

区　　　分

資本金
政府出資金

計

資　 本
剰余金

資本剰余金

計

損益外減損損失累計額

差引計



（５）　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

[単位：円]

平成24年度 40,801,417     -                  40,801,417     -                  -                  40,801,417     -                         

平成25年度 903,572,597    -                  893,400,221    -                  -                  893,400,221    10,172,376            

平成26年度 -                  2,082,038,000 1,180,896,836 41,697,096     -                  1,222,593,932 859,444,068          

合　　計 944,374,014    2,082,038,000 2,115,098,474 41,697,096     -                  2,156,795,570 869,616,444          

　２　運営費交付金債務の当期振替額の明細

　　①平成24年度交付分 [単位：円]
金　額

資本剰余金 －

計 －

資本剰余金 －

計 －

計 40,801,417

40,801,417

　　②平成25年度交付分 [単位：円]
金　額

資本剰余金 －

計 －

資本剰余金 －

計 －

計 893,400,221

893,400,221

　　（用船費：892,457,321、消耗品費：942,900）

　　（自己収入を優先的に充当し、自己収入で賄えない部分について、交付年度順の

交付年度 期首残高
交付金当
期交付額

期間進行基準
による振替額

運営費交付金
収益

－

－　（期間進行基準を採用した業務はありません）
資産見返運営
費交付金

－

区　　分 内　　　　　　　　　　訳

業務達成基準
による振替額

運営費交付金
収益

－

－　（業務達成基準を採用した業務はありません）
資産見返運営
費交付金

－

資産見返
運営費
交付金

資本剰余金 小計
期末残高

当期振替額

運営費交
付金収益

会計基準第81条第３項に
よる振替額

－

合計

区　　分

費用進行基準
による振替額

運営費交付金
収益

40,801,417

①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入を充当して行う事業

資産見返運営
費交付金

－

資本剰余金 －

内　　　　　　　　　　訳

　　（役職員人件費：40,801,417）

②当該業務に係る損益等

　ア）損益計算書に計上した費用及び損失の額：40,801,417

③運営費交付金の振替額の積算根拠

　　（自己収入を優先的に充当し、自己収入で賄えない部分について、交付年度順の

　　運営費交付金で充当）

期間進行基準
による振替額

運営費交付金
収益

－

－　（期間進行基準を採用した業務はありません）
資産見返運営
費交付金

－

業務達成基準
による振替額

運営費交付金
収益

－　（業務達成基準を採用した業務はありません）
資産見返運営
費交付金

－

－

会計基準第81条第３項に
よる振替額

－

合計

費用進行基準
による振替額

運営費交付金
収益

893,400,221

①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入を充当して行う事業

資産見返運営
費交付金

－

資本剰余金 －

　ア）損益計算書に計上した費用及び損失の額：893,400,221

②当該業務に係る損益等

　　運営費交付金で充当）

③運営費交付金の振替額の積算根拠



　　③平成26年度交付分 [単位：円]
金　額

資本剰余金 －

計 －

資本剰余金 －

計 －

計 1,222,593,932

1,222,593,932

　３　運営費交付金債務残高の明細

[単位：円]
交付年度

計 10,172,376

計 859,444,068

会計基準第81条第３項に
よる振替額

－

合計

費用進行基準
による振替額

運営費交付金
収益

1,180,896,836

①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入を充当して行う事業

②当該業務に係る損益等

　ア）損益計算書に計上した費用及び損失の額：2,538,731,706

　　（役職員人件費：216,090,525、雑給：91,973,779、外部委託費：142,388,980、

　　研究材料消耗品費：80,431,491、保守修繕費：11,925,829、水道光熱費：684,143,944、

資産見返運営
費交付金

41,697,096

　　用船費：1,120,516,940、旅費交通費：57,981,615、消耗品費：1,250,894、

　　備品費：15,261,667、その他経費：116,766,042）

　イ）自己収入に係る収益計上額：1,357,834,870

　　（漁獲物売却収入：1,347,120,580、その他の収入：10,714,290）

　ウ）固定資産の取得額：41,697,096

資本剰余金 －

　　（工具器具備品：21,307,980、建設仮勘定：20,389,116）

③運営費交付金の振替額の積算根拠

　ア）費用及び損失額－イ）自己収入額

　　（自己収入を優先的に充当し、自己収入で賄えない部分について、交付年度順の

　　運営費交付金で充当）

区　　分 内　　　　　　　　　　訳

業務達成基準
による振替額

運営費交付金
収益

－

－　（業務達成基準を採用した業務はありません）
資産見返運営
費交付金

－

期間進行基準
による振替額

運営費交付金
収益

－

－　（期間進行基準を採用した業務はありません）
資産見返運営
費交付金

－

運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

平成25年度

業務達成基準
を採用した業
務に係る分

－ －　(業務達成基準を採用した業務はありません)

期間進行基準
を採用した業
務に係る分

－ －　(期間進行基準を採用した業務はありません)

費用進行基準
を採用した業
務に係る分

10,172,376

○費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入を充当して行う事業

○運営費交付金債務残高の発生理由は、平成27年事業年度に充当予定の役職員人件費

   等を繰り越したものであります。なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業

   務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による 運営費交付金債務の

   平成27事業年度への繰越額はありません。

○平成27事業年度に繰り越した当該年度の運営費交付金債務残高については、平成27

   事業年度において収益化する予定であります。

平成26年度

業務達成基準
を採用した業
務に係る分

－ －　(業務達成基準を採用した業務はありません)

期間進行基準
を採用した業
務に係る分

－ －　(期間進行基準を採用した業務はありません)

費用進行基準
を採用した業
務に係る分

859,444,068

○費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入を充当して行う事業

○運営費交付金債務残高の発生理由は、漁獲物売却収入等の見込額が予算額を下

　 回る見込みとなったため、業務の執行見直しを行ったことに伴い、運営費交付金の

   収益化が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものであります。（注：運営費交付

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、平成27事業年度にお

   いて収益化する予定であります。

　 金の収益化方法としては中期計画に則し、健全な運営を確保する理由から、自己

　 収入を優先的に充当し、自己収入で賄えない部分について、交付年度順の運営費

　 交付金で充当することとしております。）なお、中期計画で予定した、本事業年度に

　 実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運

　 営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はありません。



（６）　役員及び職員の給与の明細

［単位：千円、人］

2,375               6             - -
(-)                   (-)           (-)                   (-)           

196,930            22            29,148              1             
(91,973)            (24)          (-)                   (-)           

199,305            22            29,148              1             
(91,973)            (24)          (-)                   (-)           

（注）

１．役員に対する報酬等の支給基準

２．職員に対する給与等の支給基準

３．支給人員の算定方法

年間平均支給人員数によっております。

区　　分
報酬又は給与 退　職　手　当

支　給　額 支給人員 支　給　額 支給人員

８．職員退職手当支給額は、試験研究・技術開発勘定において共通の業務を行う職員に係る負担
　　額686千円が含まれております。

役　　員

職　　員

合　　計

「独立行政法人水産総合研究センター役員給与規程」及び「独立行政法人水産総合研究セン
ター役員退職手当支給規程」に基づいて支給しております。

｢独立行政法人水産総合研究センター職員給与規程」、「独立行政法人水産総合研究センター
任期付研究員及び特定任期付職員給与規程」及び「独立行政法人水産総合研究センター職
員退職手当支給規程」に基づいて支給しております。

４．非常勤役員及び非常勤職員の支給額及び支給人員は、外数として（　）で記載しております。

非常勤職員の支給額には、試験研究・技術開発勘定において共通の業務を行う非常勤職員
に係る負担額 978千円が含まれております。

５．上記支給額には、法定福利費及び福利厚生費 41,014千円は含まれておりません。

法定福利費及び福利厚生費には、試験研究・技術開発勘定において共通の業務を行う役職
員及び非常勤職員に係る負担額 2,129千円が含まれております。

６．役員報酬支給額は、試験研究・技術開発勘定において共通の業務を行う役員に係る負担額で
     あり、支給人員については同勘定における支給人員の内数であります。

７．職員給与支給額には、試験研究・技術開発勘定において共通の業務を行う職員に係る負担額
     11,669千円が含まれております。
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