
（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 18,000,593,264 未払金 1,974,751,581

仕掛審査等費用 1,450,137,210 前受金 9,748,410,613

前払費用 2,156,923 預り金 126,824,457

未収金 292,801,418 リース債務 144,979,054

引当金
流動資産合計 19,745,688,815 賞与引当金 542,783,075 542,783,075

流動負債合計 12,537,748,780

Ⅱ 固定負債
Ⅱ 固定資産

資産見返負債
有形固定資産 資産見返運営費交付金 44,421,941

工具器具備品 4,638,932,435 資産見返補助金等 474,265,889

減価償却累計額 △ 2,790,810,840 1,848,121,595 資産見返寄附金 24,815,787

建物附属設備 183,050,636 資産見返物品受贈額 201,217 543,704,834

減価償却累計額 △ 12,785,263 170,265,373 長期リース債務 705,705,573

引当金
退職給付引当金 2,927,308,771 2,927,308,771

有形固定資産合計 2,018,386,968
固定負債合計 4,176,719,178

無形固定資産 負債合計 16,714,467,958

ソフトウェア 2,377,140,501 純資産の部

無形固定資産合計 2,377,140,501 Ⅰ 資本金

投資その他の資産 政府出資金 1,179,844,924

敷金 13,272,360 資本金合計 1,179,844,924

投資その他の資産合計 13,272,360 Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金 4,670,640

固定資産合計 4,408,799,829 △ 685,406,717

損益外固定資産除売却差額（△） △ 113,407,005

資本剰余金合計 △ 794,143,082

Ⅲ 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 266,270,428

積立金 5,271,309,345

当期未処分利益 1,516,739,071

（うち当期総利益） (1,516,739,071)

利益剰余金合計 7,054,318,844

純資産合計 7,440,020,686

負債・純資産合計 24,154,488,644

貸借対照表（審査等勘定）

（平成３１年３月３１日現在）

資産合計 24,154,488,644

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 3,111,565,431

安全対策等事業費 1,870,777,001

その他業務費
人件費 6,480,428,747

減価償却費 2,123,937,477

退職給付費用 122,282,098

賞与引当金繰入 381,393,325

不動産賃借料 1,483,816,296

その他経費 65,755,450 10,657,613,393

一般管理費
人件費 839,540,733

減価償却費 185,859,269

退職給付費用 26,848,300

賞与引当金繰入 69,160,356

不動産賃借料 228,968,652

その他経費 1,609,970,187 2,960,347,497

財務費用
支払利息 3,034,688

雑損 58,632,000

経常費用合計 18,661,970,010

経常収益

運営費交付金収益 2,112,266,728

手数料収入 11,960,259,931

拠出金収入 3,808,187,300

利用料収入 105,307,500

その他の受託業務収入 88,442,868

補助金等収益 633,955,375

資産見返運営費交付金戻入 25,119,668

資産見返補助金等戻入 176,134,367

資産見返寄附金戻入 3,234,997

資産見返物品受贈額戻入 256,023

財務収益
受取利息 894,684

雑益 11,545,649

経常収益合計 18,925,605,090

経常利益 263,635,080

臨時損失

固定資産除却損 1,103 1,103

当期純利益 263,633,977

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,253,105,094

当期総利益 1,516,739,071

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

損益計算書（審査等勘定）
（自　平成３０年４月１日　至　平成３１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 △ 3,196,084,340

安全対策等事業費支出 △ 1,828,378,932

人件費支出 △ 7,849,073,809

その他の業務支出 △ 3,693,915,320

運営費交付金収入 2,123,524,000

その他の受託業務収入 80,606,000

手数料収入 13,594,757,751

拠出金収入 3,808,118,900

利用料収入 105,307,500

補助金等収入 865,623,000

助成金収入 9,730,000

その他の収入 145,548,180

小計 4,165,762,930

利息の受取額 894,684

利息の支払額 △ 3,034,688

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 4,163,622,926

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 △ 306,054,072

無形固定資産の取得による支出 △ 561,525,741

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 867,579,813

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 △ 34,929,242

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 34,929,242

Ⅳ　資金増加額 3,261,113,871

Ⅴ　資金期首残高 14,739,479,393

Ⅵ　資金期末残高 18,000,593,264

科　　　　　　　目

キャッシュ・フロー計算書（審査等勘定）
（自　平成３０年４月１日　至　平成３１年３月３１日）



Ⅰ　当期未処分利益
　　  　当期総利益

Ⅱ　積立金振替額
　　　　前中期目標期間繰越積立金

Ⅲ　利益処分額
　　　　積立金

1,516,739,071

1,783,009,499 1,783,009,499

利益の処分に関する書類
（審査等勘定）

（単位：円）
項　　　　　　目 金　　　　　　　額

1,516,739,071

266,270,428
266,270,428



（単位：円）

Ⅰ　業務費用
(1) 損益計算書上の費用

審査等事業費 3,111,565,431
安全対策等事業費 1,870,777,001
その他業務費 10,657,613,393
一般管理費 2,960,347,497
財務費用 3,034,688
雑損 58,632,000
臨時損失 1,103 18,661,971,113

(2) （控除）自己収入等
手数料収入 △ 11,960,259,931
拠出金収入 △ 3,808,187,300
利用料収入 △ 105,307,500
その他の受託業務収入 △ 88,442,868
資産見返寄附金戻入 △ 3,234,997
財務収益 △ 894,684
雑益 △ 11,545,649 △ 15,977,872,929
業務費用合計 2,684,098,184

Ⅱ　損益外減価償却相当額 8,288,094

Ⅲ　引当外賞与見積額 25,554,586

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 97,098,693

Ⅴ　機会費用

の機会費用 0

Ⅵ　行政サービス実施コスト 2,815,039,557

行政サービス実施コスト計算書（審査等勘定）

金　　　額科　　　目

（自 平成３０年４月１日　至 平成３１年３月３１日）

政府出資又は地方公共団体出資等



 

 

注 記 

 
Ⅰ．重要な会計方針 

 
 
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成 27 年 1 月 27 日改訂）並び

に「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ」（平成 28 年 2 月改訂）

（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。 
ただし、「独立行政法人会計基準」第 43（注解 39）の規定については、「独立行政法人通則法の一

部を改正する法律」の附則第 8 条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現

行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。 
 

 
 
１．運営費交付金収益の計上基準 

  運営費交付金収益の計上基準については、業務達成基準を採用しております。ただし、業    

務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動について

は期間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～22 年 
建物附属設備  3 年～22 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。 
 

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 
  
平成 31 年 4 月 5 日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取

扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）において参

照することとされた、平成 28 年 4 月 1 日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金

融緩和」の導入を受けた平成 27 事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書

の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公

会計室）に基づき、0%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 18,000,593,264 18,000,593,264 0
イ．未払金 (1,974,751,581) (1,974,751,581) 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   128,201,926 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   376,616,373 円 

 
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   18,000,593,264 円 
資金期末残高   18,000,593,264 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 50,300,100 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。 

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)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 
（単位：円） 

区    分 
平成 30 年 4 月 1 日 
～31 年 3 月 31 日 

① 期首における退職給付債務 2,662,726,013
② 勤務費用 297,345,744
③ 利息費用 8,995,914
④ 数理計算上の差異の当期発生額 △43,074,781
⑤ 退職給付の支払額 △41,758,900
⑥ 期末における退職給付債務（①+②+③+④+⑤） 2,884,233,990

 
 
(3)  退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

（単位：円） 

区    分 平成 31 年 3 月 31 日現在 

① 退職給付債務 2,884,233,990
② 未認識数理計算上の差異 43,074,781
③ 退職給付引当金（①+②） 2,927,308,771

 
(4)  退職給付に関連する損益 

（単位：円） 

区    分 
平成 30 年 4 月 1 日 
～31 年 3 月 31 日 

① 勤務費用 299,296,827
② 利息費用 9,096,881
③ 数理計算上の差異の費用処理額 △160,559,809
④ 運営費交付金で財源措置された費用 1,296,500
⑤ 退職給付費用（①+②+③+④） 149,130,399

(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

1,951,083 円、②利息費用に 100,967 円をそれぞれ計上しております。 
      

(5)  数理計算上の計算基礎に関する事項 
 

区    分 平成 31 年 3 月 31 日現在 

割引率 0.39％ 
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 
該当事項はありません。 

 

Ⅳ．重要な後発事象 
該当事項はありません。 
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