
（単位：円）

資産の部 負債の部

Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債

現金及び預金 18,331,055,818 運営費交付金債務 271,567,437

仕掛審査等費用 1,256,589,655 預り補助金等 218,410,956

前払費用 128,000 未払金 2,985,291,212

未収金 238,613,979 前受金 8,140,435,256

預り金 98,358,553
流動資産合計 19,826,387,452

リース債務 210,363,604

引当金
賞与引当金 313,016,786 313,016,786

流動負債合計 12,237,443,804

Ⅱ 固定資産 Ⅱ 固定負債

有形固定資産 資産見返負債
資産見返運営費交付金 1,304,033

工具器具備品 1,384,431,934
資産見返補助金等 467,118,534

減価償却累計額 △ 853,796,482 530,635,452
資産見返物品受贈額 219,707 468,642,274

有形固定資産合計 530,635,452
長期リース債務 206,669,557

無形固定資産 引当金
退職給付引当金 1,112,134,943 1,112,134,943

ソフトウェア 1,122,462,547
固定負債合計 1,787,446,774

ソフトウェア仮勘定 2,527,898,205
負債合計 14,024,890,578

無形固定資産合計 3,650,360,752
純資産の部

固定資産合計 4,180,996,204 Ⅰ 資本金

政府出資金 1,179,844,924

資本金合計 1,179,844,924

Ⅱ 資本剰余金

△ 700,710,641

損益外固定資産除売却差額（△） △ 5,184,123

資本剰余金合計 △ 705,894,764

Ⅲ 利益剰余金

審査・安全対策強化積立金 616,517,400

積立金 5,526,591,533

当期未処分利益 3,365,433,985

（うち当期総利益） (3,365,433,985)

利益剰余金合計 9,508,542,918

純資産合計 9,982,493,078

負債・純資産合計 24,007,383,656

貸借対照表（審査等勘定）

（平成２５年３月３１日現在）

資産合計 24,007,383,656

科　　　　　　目 金　　　　　　額

損益外減価償却累計額（△）

科　　　　　　目 金　　　　　　額



（単位：円）

経常費用

審査等事業費 2,058,821,996

安全対策等事業費 1,137,370,230

その他業務費

人件費 4,263,595,411

減価償却費 445,165,028

退職給付費用 212,940,684

賞与引当金繰入 201,710,348

不動産賃借料 1,161,522,084

その他経費 57,285,851 6,342,219,406

一般管理費

人件費 541,088,975

減価償却費 50,450,606

退職給付費用 25,960,214

賞与引当金繰入 30,881,908

不動産賃借料 217,553,582

その他経費 678,489,663 1,544,424,948

財務費用

支払利息 43,971,854

雑損 66,400

経常費用合計 11,126,874,834

経常収益

運営費交付金収益 279,710,001

手数料収入 10,707,091,465

拠出金収入 2,774,085,900

補助金等収益 614,551,151

その他の受託業務収入 55,727,684

資産見返運営費交付金戻入 15,612,475

資産見返補助金等戻入 41,429,111

資産見返物品受贈額戻入 211,555

雑益 3,239,266

経常収益合計 14,491,658,608

経常利益 3,364,783,774

臨時損失
固定資産除却損 53,649 53,649

当期純利益 3,364,730,125

目的積立金取崩額 703,860

当期総利益 3,365,433,985

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

損益計算書（審査等勘定）
（自　平成２４年４月１日　至　平成２５年３月３１日）



(単位：円)

金　　　　　　　額

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

審査等事業費支出 △ 2,601,320,863

安全対策等事業費支出 △ 1,108,646,701

人件費支出 △ 5,125,770,813

補助金等の精算による返還金の支出 △ 382,194,801

その他の業務支出 △ 1,753,742,758

運営費交付金収入 336,757,000

補助金等収入 910,145,100

手数料収入 10,664,178,105

拠出金収入 2,774,097,900

その他の収入 97,263,969

小計 3,810,766,138

利息の支払額 △ 43,971,854

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 3,766,794,284

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 12,192,150

無形固定資産の取得による支出 △ 1,128,391,593

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,140,583,743

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 182,582,672

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 182,582,672

Ⅳ　資金増加額 2,443,627,869

Ⅴ　資金期首残高 15,887,427,949

Ⅵ　資金期末残高 18,331,055,818

科　　　　　　　目

キャッシュ・フロー計算書（審査等勘定）
（自　平成２４年４月１日　至　平成２５年３月３１日）



Ⅰ　当期未処分利益
　　　　当期総利益

Ⅱ　利益処分額
　　　　積立金

3,365,433,985

3,365,433,985 3,365,433,985

利益の処分に関する書類
（審査等勘定）

（単位：円）
項　　　　　　目 金　　　　　　　額

3,365,433,985



（単位：円）

Ⅰ　業務費用
(1) 損益計算書上の費用

審査等事業費 2,058,821,996
安全対策等事業費 1,137,370,230
その他業務費 6,342,219,406
一般管理費 1,544,424,948
財務費用 43,971,854
雑損 66,400
固定資産除却損 53,649 11,126,928,483

(2) （控除）自己収入等
手数料収入 △ 10,707,091,465
拠出金収入 △ 2,774,085,900
その他の受託業務収入 △ 55,727,684
雑益 △ 3,239,266 △ 13,540,144,315
業務費用合計 △ 2,413,215,832

Ⅱ　損益外減価償却相当額 20,240,519

Ⅲ　損益外除売却差額相当額 28,797

Ⅳ　引当外賞与見積額 △ 2,769,386

Ⅴ　引当外退職給付増加見積額 72,326,800

Ⅵ　機会費用

の機会費用 2,710,875

Ⅶ　行政サービス実施コスト △ 2,320,678,227

行政サービス実施コスト計算書（審査等勘定）

政府出資又は地方公共団体出資等

金　　　額科　　　目

（自 平成２４年４月１日　至 平成２５年３月３１日）



審査等勘定 

 

注 記 

 

Ⅰ．重要な会計方針 

 

 

１．運営費交付金収益の計上基準 

費用進行基準を採用しております。 

当機構が実施する業務は一定の期間の経過とともに業務が進行するものではなく、また成

果達成度合の合理的な見積が困難であることから、一定の業務等と運営費交付金財源との対

応関係を明確に示すことが困難であります。 

よって業務進行の実態は活動に要した費用額で捉えることが最も合理的であることから

費用進行基準を採用しております。 

 

２．仕掛審査等費用の評価基準及び評価方法 

個別法による低価法によっております。 

 

３．減価償却の会計処理方法 

(1)  有形固定資産 

① リース資産以外の有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

工具器具備品  2 年～18 年 

 

また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第 87)の減価償却相当額については、損

益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

② リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 

(2)  無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5 年)に基

づいております。 

 

４．賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

役職員等の翌期賞与支給見込額のうち当期発生分を計上しております。 

ただし、当該支給見込額のうち、運営費交付金及び国庫補助金により財源措置がなされる

分については、引当金を計上しておりません。 

 

５．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括償却することとしておりま

す。ただし、運営費交付金により財源措置がなされる額については、退職給付に係る引当金

を計上しておりません。 

 

 



審査等勘定 

 

６．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 

10 年利付国債の平成 25 年 3 月末利回りを参考に、0.560%で計算しております。 

 

７．リース取引の処理方法 

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

８．消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 

 

 

Ⅱ．注記事項 

 

１．貸借対照表注記 

(1)  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 

預金は、決済用預金としております。 

 

② 金融商品の時価等に関する事項 

決算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。 

（単位：円） 

区    分 
貸借対照表 

計上額 (＊) 

決算日における

時  価 (＊) 
差  額 

ア．現金及び預金 18,331,055,818 18,331,055,818 0 

イ．未払金 (2,985,291,212) (2,985,291,212) 0 

(＊) 負債に計上されているものは、( )で示しております。 

 

（注）金融商品の時価の算定方法 

ア．現金及び預金 

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

 

イ．未払金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

 

(2)  引当外賞与見積額 

運営費交付金及び国庫補助金から充当されるべき賞与の見積額   30,017,599 円 

 

(3)  引当外退職給付見積額 

運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額   19,338,768 円 

  



審査等勘定 

 

 

２．損益計算書注記 

(1)  審査等事業費は、医薬品、医療機器等の承認審査等事業のために要した費用であり、謝金、

旅費、事務庁費等で構成されております。また、安全対策等事業費についても、医薬品、医

療機器等の安全対策事業のために要した費用であり、謝金、旅費、事務庁費等で構成されて

おります。 

 

(2)  手数料収入は、医薬品等の承認審査業務を行うための財源として、承認申請者から納付さ

れる収入であります。 

 

(3)  拠出金収入は、安全対策業務を行うための財源として、医薬品等の製造販売業者から納付

される収入であります。 

 

３．キャッシュ・フロー計算書注記 

  資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金   18,331,055,818 円 

資金期末残高   18,331,055,818 円 

 

４．行政サービス実施コスト計算書注記 

引当外退職給付増加見積額には、国からの出向役職員にかかる 70,174,700 円を含んでおり

ます。 

 

５．資産除去債務注記 

当機構は、不動産賃借契約に基づき、事務所退去時における原状回復に係る債務を有して

おりますが、当該債務に関連する賃借資産の実質的な使用期間は明確ではありません。 

また、独立行政法人通則法第 30 条第 1 項の規定に基づき、厚生労働大臣に認可された中

期計画を達成するため、同法第 31 条第 1 項により定め、厚生労働大臣に届け出た平成 24 年

度計画において、第二期中期目標期間中は事務所移転を行わないことが定められていること

から、事務所移転の時期については未確定な状況であります。 

従って、当該債務の履行時期を予測することは困難であり、資産除去債務を合理的に見積

もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

 

６．退職給付引当金注記 

(1)  採用している退職給付制度の概要 

当機構は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 

(2)  退職給付債務に関する事項 

（単位：円） 

区    分 平成 25 年 3 月 31 日現在 

① 退職給付債務 1,256,060,794 

② 未認識数理計算上の差異 △143,925,851 

③ 退職給付引当金（①+②） 1,112,134,943 

 

  



審査等勘定 

 

 

(3)  退職給付費用に関する事項 

（単位：円） 

区    分 
平成 24 年 4 月 1 日 

～25 年 3 月 31 日 

① 勤務費用 212,164,562 

② 利息費用 18,146,866 

③ 数理計算上の差異の費用処理額 8,589,470 

④ 退職給付費用（①+②+③） 238,900,898 

(注) 他の機関からの出向者にかかる退職給付費用の負担分として①勤務費用に

2,959,051 円、②利息費用に 320,290 円をそれぞれ計上しております。 

      

 

(4)  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

区    分 平成 25 年 3 月 31 日現在 

割引率 1.1％ 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

数理計算上の差異の処理年数 １年 

数理計算上の差異は、発生の

翌事業年度に一括償却するこ

ととしております。 

 

 

Ⅲ．重要な債務負担行為 

翌年度以降に支払を予定している重要な債務負担行為は以下のとおりであります。 

業務システム最適化（次期申請・審査システム）の実施

に係るシステム設計・開発業務  
819,000,000 円 

 

 

Ⅳ．重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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