
ὀグ  㡯

 ࠕ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽ࠖཬࡧࠕ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽ὀゎࠖ㸦௧㸰ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ᨵ
ゞ㸧୪ࡧࠕ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽ཬࡧ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽ὀゎ㛵ࡍࡿ㹏㸤㸿ࠖ㸦௧
㸰ᖺ㸴᭶᭱⤊ᨵゞ㸧㸦௨ୗࠕ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㐺⏝ࡋ࡚㈈ົㅖ⾲
➼ࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 

㸯㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪

 㸦㸯㸧㐠Ⴀ㈝㔠┈ࡢィୖᇶ‽
ᴗົ㐩ᡂᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
⟶⌮㒊㛛ࡢάືࡘ࠸࡚ࡣᮇ㛫㐍⾜ᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㸦㸰㸧ῶ౯ൾ༷ࡢィฎ⌮᪉ἲ
   ձ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘
     ᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
     ࡞㈨⏘ࡢ⪏⏝ᖺᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
      ᘓ≀         㸰㹼㸳㸮ᖺ
      ᵓ⠏≀        㸱㹼㸳㸵ᖺ
      ᶵᲔ⨨       㸲㹼㸯㸰ᖺ
      ⯪⯧         㸲㹼㸯㸳ᖺ
      ㌴୧㐠ᦙල      㸰㹼 㸳ᖺ
      ᕤලჾලഛရ     㸰㹼㸰㸮ᖺ
࡞࠾ࠊ≉ᐃࡢൾ༷㈨⏘㸦⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽➨㸶㸵➨㸯㡯㸧ࡢῶ౯ൾ༷┦ᙜ
㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊῶ౯ൾ༷┦ᙜ⣼ィ㢠ࡋ࡚㈨ᮏవ㔠ࡽ᥍㝖ࡋ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ࣮ࣜࢫ㈨⏘ࡣࠊ࣮ࣜࢫᮇ㛫ࢆ⪏⏝ᖺᩘࡋࠊṧᏑ౯㢠ࢆ㸮ࡍࡿᐃ㢠ἲ
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

   ղ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘
     ᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
     ࡞㈨⏘ࡢ⪏⏝ᖺᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
      ᕤᴗᡤ᭷ᶒ      㸰㹼㸯㸮ᖺ
      ࢯࣇࢺ࢙࢘     㸰㹼 㸳ᖺ
      タ⏝ᶒ        㸯㸯ᖺ
     ࡞࠾ࠊ࣮ࣜࢫ㈨⏘ࡣࠊ࣮ࣜࢫᮇ㛫ࢆ⪏⏝ᖺᩘࡋࠊṧᏑ౯㢠ࢆ㸮ࡍࡿᐃ㢠ἲ
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸱㸧㈹ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
     ᙺ⫋ဨࡢ㈹ࡢᨭ⤥ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ㈹ᨭ⤥ぢ㎸㢠ࡢ࠺ࡕࠊᙜᴗᖺᗘ㈇ᢸ



ࡍࡁ㔠㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᙺ⫋ဨࡢ㈹ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠
ࡼࡾ㈈※ᥐ⨨ࡀ࡞ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㈹ᘬᙜ㔠ྠ㢠ࢆ㈹ᘬᙜ㔠ぢ
㏉ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㸦㸲㸧㏥⫋⤥ಀࡿᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽୪ࡧ㏥⫋⤥㈝⏝ࡢฎ⌮᪉ἲ
ᙺ⫋ဨࡢ㏥⫋⤥ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜヱᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ㏥⫋⤥മົཬࡧᖺ
㔠㈨⏘ࡢぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㏥⫋⤥മົࡢ⟬ᐃᙜࡓࡾࠊ㏥⫋
⤥ぢ㎸㢠ࢆᙜᴗᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᖐᒓࡉࡏࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣᮇ㛫ᐃ㢠ᇶ
‽ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㐣ཤົ㈝⏝ࡣࠊࡑࡢⓎ⏕ࡢᙺ⫋ဨࡢᖹᆒṧᏑົᮇ㛫
௨ෆࡢ୍ᐃࡢᖺᩘ㸦㸳ᖺ㸧ࡼࡿᐃ㢠ἲࡼࡾ㈝⏝ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᩘ⌮ィ⟬
ୖࡢᕪ␗ࡣࠊྛᴗᖺᗘࡢⓎ⏕࠾ࡅࡿᙺ⫋ဨࡢᖹᆒṧᏑົᮇ㛫௨ෆࡢ୍ᐃ
ࡢᖺᩘ㸦㸳ᖺ㸧ࡼࡿᐃ㢠ἲࡼࡾᣨศࡋࡓ㢠ࢆࡑࢀࡒࢀⓎ⏕ࡢ⩣ᴗᖺᗘࡽ
㈝⏝ฎ⌮ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ㐠Ⴀ㈝㔠ࡼࡾ㈈※ᥐ⨨ࡀ࡞ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿ㏥⫋୍㔠ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᑗ᮶ࡢ㏥⫋⤥ࡢぢ㎸ࡳ㢠ࡢ࠺ࡕࠊㄆ㆑Ⅼࡲ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ
ࢀࡿ㢠ࢆࡾᘬ࠸ࡓ㢠ࢆ㏥⫋⤥മົࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓཎ๎ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠ྠ㢠ࢆ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠ぢ㏉ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㐠Ⴀ㈝㔠ࡼࡾ㔠ཬࡧᖺ㔠✚❧㊊㢠ᑐࡋ࡚㈈※ᥐ⨨ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿ☜ᐃ⤥ᴗᖺ㔠➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠ྠ㢠ࢆ㏥⫋⤥
ᘬᙜ㔠ぢ㏉ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㸦㸳㸧≉ᐃࡢᢎ⥅㈨⏘㸦⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽➨㸶㸵➨㸰㡯㸧ࡢィฎ⌮᪉ἲ
     ಶูἲᇶ࡙ࡃᢎ⥅㈨⏘ࡢ࠺ࡕࠊᲴ༺㈨⏘ಀࡿ㈝⏝┦ᙜ㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢎ⥅
㈨⏘ಀࡿ㈝⏝┦ᙜ⣼ィ㢠ࡋ࡚㈨ᮏవ㔠ࡽ᥍㝖ࡋ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㸦㸴㸧Ჴ༺㈨⏘ࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
     ᮍᡂཷク◊✲ᨭฟ㔠  ಶูἲࡼࡿప౯ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
     ㈓ⶶရ        ඛධඛฟἲࡼࡿప౯ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㸦㸵㸧እ㈌ᘓ㈨⏘ཬࡧ㈇മࡢᮏ㑥㏻㈌ࡢ⟬ᇶ‽
እ㈌ᘓ㔠㖹മᶒമົࡣࠊᮇᮎ᪥ࡢ┤≀Ⅽ᭰┦ሙࡼࡾ㈌⟬ࡋࠊ⟬ᕪ㢠
ࡣᦆ┈ࡋ࡚ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

 㸦㸶㸧࣮ࣜࢫྲྀᘬࡢฎ⌮᪉ἲ
࣮ࣜࢫᩱ⥲㢠ࡀ㸱㸮㸮௨ୖࡢࣇࢼࣥࢫ࣭࣮ࣜࢫྲྀᘬࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᖖ
ࡢ㈙ྲྀᘬಀࡿ᪉ἲ‽ࡌࡓィฎ⌮ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࣮ࣜࢫᩱ⥲㢠ࡀ㸱㸮㸮ᮍ‶ࡢࣇࢼࣥࢫ࣭࣮ࣜࢫྲྀᘬࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᖖ
ࡢ㈤㈚ྲྀᘬಀࡿ᪉ἲ‽ࡌࡓィฎ⌮ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸷㸧ᾘ㈝⛯➼ࡢィฎ⌮᪉ἲ
ᾘ㈝⛯➼ࡢィฎ⌮ࡣࠊ⛯㎸᪉ᘧࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ



㸰㸬㈚ᑐ↷⾲㛵ಀ
ࡑࡢ⾜ᨻࢥࢫࢺ⣼ィ㢠ࡢ࠺ࡕࠊฟ㈨ࢆ㈈※ྲྀᚓࡋࡓ㈨⏘ಀࡿ㔠㢠ࡣ
㸴㸯㸪㸯㸱㸰㸪㸱㸰㸱㸪㸳㸱㸯࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ


㸱㸬⾜ᨻࢥࢫࢺィ⟬᭩㛵ಀ
 㸦㸯㸧⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᅜẸࡢ㈇ᢸᖐࡏࡽࢀࡿࢥࢫࢺ
   ⾜ᨻࢥࢫࢺ           㸲㸴㸪㸮㸯㸳㸪㸰㸱㸮㸪㸳㸵㸰
   ⮬ᕫධ➼           ڹ㸱㸪㸵㸲㸴㸪㸲㸷㸲㸪㸱㸴㸶
   ἲே⛯➼ཬࡧᅜᗜ⣡㢠        ڹ㸯㸳㸪㸯㸶㸰㸪㸳㸮㸮
   ᶵ㈝⏝               㸰㸮㸰㸪㸶㸱㸶㸪㸴㸵㸶
   ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚
ᅜẸࡢ㈇ᢸᖐࡏࡽࢀࡿࢥࢫࢺ  㸲㸰㸪㸲㸳㸴㸪㸱㸷㸰㸪㸱㸶㸰

 㸦㸰㸧ᶵ㈝⏝ࡢィୖ᪉ἲ
   ձᅜཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈈⏘ࡢ↓ൾཪࡣῶ㢠ࡉࢀࡓ⏝ᩱࡼࡿ㈚ྲྀᘬࡽ⏕
ࡎࡿᶵ㈝⏝ࡢィ⟬᪉ἲ
࣭ᆅ᪉බඹᅋయࡼࡾ↓ൾ㈚ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿබ᭷㈈⏘➼ᑐࡋ࡚ࠊྛᆅ᪉බඹᅋ
య࠾ࡅࡿ⟬ᐃ᪉ᘧཬࡧࡑࢀࡽ‽ࡌࡓ⟬ᐃ᪉ᘧࡼࡾᚓࡓ㈚౯᱁ࢆィ
ୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋィ⟬ᘧࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᅛᐃ㈨⏘ホ౯㢠ධ㠃✚㈚ᩱ⋡㸻㈚౯᱁
࣭ᅜࡼࡾ↓ൾ㈚ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ◊✲⏝ᶵჾ➼ࡢ≀ရᑐࡋࠊῶ౯ൾ༷ࢆ⾜ࡗࡓ
ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᙜヱᴗᖺᗘࡢῶ౯ൾ༷㈝┦ᙜ㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ղᨻᗓฟ㈨➼ࡽ⏕ࡎࡿᶵ㈝⏝ࡢィ⟬⏝ࡋࡓ⋡
ᨻᗓฟ㈨➼ࡢᶵ㈝⏝ࡢィ⟬⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧㸱ᖺ㸱᭶ᮎ⌧ᅾࡢ㸯㸮ᖺᅜ
മ㸦᪥ᮏ┦ドๆබ⾲㸧ࡢᅇࡾ㸮㸬㸯㸰㸮㸣ࢆ⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

   ճᅜࡢேὶࡼࡿฟྥ⫋ဨࡽ⏕ࡎࡿᶵ㈝⏝ࡢィ⟬᪉ἲ
     ᙜヱ⫋ဨࡀᅜᖐᚋ㏥⫋ࡍࡿ㝿ᨭᡶࢃࢀࡿ㏥⫋㔠ࡢ࠺ࡕࠊ⊂❧⾜ᨻἲே࡛
ࡢົᮇ㛫ᑐᛂࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࠊ⤥つ๎ᐃࡵࡿ㏥⫋⤥ᨭ⤥ᇶ‽➼ࢆཧ
⪃ィ⟬ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ


㸲㸬㔜せ࡞മົ㈇ᢸ⾜Ⅽ
    㔜せ࡞മົ㈇ᢸ⾜Ⅽࡣࠊ㸯㸴㸪㸶㸷㸷㸪㸷㸲㸮㸪㸳㸯㸶࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ


㸳㸬࣮ࣜࢫྲྀᘬ㛵ಀ
㸦㸯㸧ࣇࢼࣥࢫ࣭࣮ࣜࢫྲྀᘬ
࡞࣮ࣜࢫ㈨⏘ࡢෆᐜࡣᶓ◊✲ᡤࡢᆅ⌫ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿࢫ



࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸦ᕤලჾලഛရ㸧࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸰㸧࣮࢜࣌ࣞࢸࣥࢢ࣭࣮ࣜࢫ㛵ಀ
     ᙜヱᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞࣮࢜࣌ࣞࢸࣥࢢ࣭࣮ࣜࢫྲྀᘬࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ


㸴㸬㔠⼥ၟရ㛵ಀ
 㸦㸯㸧㔠⼥ၟရࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿ㡯
ᙜἲேࡣࠊ㈨㔠㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣ▷ᮇⓗ࡞ᐃᮇ㡸㔠㝈ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᮍമᶒ➼ಀࡿಙ⏝ࣜࢫࢡࡣࠊィつ⛬ᇶ࡙ࡃ╩ಁ⟶⌮➼ࡼࡗ࡚ࣜࢫࢡప
ῶࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦㸰㸧㔠⼥ၟရࡢ౯➼㛵ࡍࡿ㡯
     ᮇᮎ᪥࠾ࡅࡿ㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࠊ౯ཬࡧࡇࢀࡽࡢᕪ㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢ
࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦༢㸸㸧
౯㸦㸨㸧
ᕪ㢠
㈚ᑐ↷⾲
ィୖ㢠㸦㸨㸧
ձ⌧㔠ཬࡧ㡸㔠


㸫
ղᮍ㔠


㸫
ճᮍᡶ㔠
 
 
㸫
մ࣮ࣜࢫമົ
  
  㸦㸧
㸦㸨㸧㈇മィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ( )࡛♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦ὀ㸯㸧㔠⼥ၟရࡢ౯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ㛵ࡍࡿ㡯
ձ⌧㔠ཬࡧ㡸㔠ࠊղᮍ㔠ࠊճᮍᡶ㔠
    ࡇࢀࡽࡣ▷ᮇ㛫࡛Ỵ῭ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ౯ࡣᖒ⡙౯㢠ࡰ➼ࡋ࠸ࡇࡽࠊᙜヱ
ᖒ⡙౯㢠ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
   մ࣮ࣜࢫമົ
    ࣮ࣜࢫമົࡢ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊඖ㔠ࡢྜィ㢠ࢆ᪂つධࢆ⾜ࡗࡓሙྜᐃ
ࡉࢀࡿ⋡࡛ࡾᘬ࠸ࡓ⌧ᅾ౯್ࡼࡾ⟬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸵㸬㏥⫋⤥㛵ಀ
㸦㸯㸧᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㏥⫋⤥ไᗘࡢᴫせ
ᙜἲேࡣࠊᙺ⫋ဨࡢ㏥⫋⤥࡚ࡿࡓࡵࠊ✚❧ᆺࠊ㠀✚❧ᆺࡢ☜ᐃ⤥ไᗘ
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜ᐃ⤥ᴗᖺ㔠ไᗘ㸦✚❧ᆺไᗘ࡛࠶ࡿࠋ㸧࡛ࡣࠊ⤥㢠
ຍධᮇ㛫ᇶ࡙࠸ࡓ୍㔠ཪࡣᖺ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
㏥⫋୍㔠ไᗘ㸦㠀✚❧ᆺไᗘ࡛࠶ࡿࠋ㸧࡛ࡣࠊ㏥⫋⤥ࡋ࡚ࠊ⤥ົ
ᮇ㛫ᇶ࡙࠸ࡓ୍㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ



࡞࠾ࠊᙜᶵᵓࡢཌ⏕ᖺ㔠ᇶ㔠ࡢ௦⾜㒊ศࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ཌ⏕
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９．重要な後発事象
該当事項はありません。

１０．減損に関する事項
減損の兆候が認められた固定資産
用途
深海調査研究船「かいれい」
種類
船舶
場所
神奈川県横須賀市夏島町 2 番地
１５
期末帳簿価額
３２２，７７０，５０５円
使用をしなくなる日
未定
使用をしないという 船 体 の 老 朽 化 が 著 し い こ と か
決定を行った経緯及 ら、研究船としての業務及び機
び理由
能を機構所有の他の船舶に移転
するとともに、使用しないこと
を決定しました。
使用しなくなる日の ※
帳簿価額
使用しなくなる日の ※
回収可能サービス価
額
減損額の見込額
※
（注）※ 将来の使用しなくなる日が未定のため、不明です。

１１．資産除去債務に関する事項
石綿障害予防規則に基づき、当該法令に定める範囲の撤去に要する費用を合理的に
見積もり、資産除去債務を計上しております。
フロン回収破壊法に基づき、当該法令に定める範囲の除去に要する費用を合理的に
見積もり、資産除去債務を計上しております。
放射性同位元素等の規制に関する法律に基づき、当該法令に定める範囲の除去に要
する費用を合理的に見積もり、資産除去債務を計上しております。
事務所の用に供している不動産の賃借契約に伴う原状回復義務に基づき、賃貸不動
産の原状回復に要する費用を合理的に見積もり、資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の見積もりにあたり、支出までの見込期間は取得時からの耐用年数
（４年から５０年）によっており、割引率は０．００００％から１．５０５０％を採
用しております。

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりです。
期首残高
８２，１９０，２１９円
有形固定資産の取得に伴う増加額
６２０，７８５円
時の経過による調整額
５２６，９６９円
資産除去債務の履行による減少額
２８，８７５円
期末残高
８３，３０９，０９８円
当機構は、事業用地等の賃貸借契約に基づき、事業終了時又は退去時における原状
回復に係る義務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確
でなく、将来移転する予定がないものについては、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は計上しておりません。

１２．不要財産に係る国庫納付
該当事項はありません。

１３．その他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
該当事項はありません。

