
（出資勘定）

附    属    明    細    書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87　特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

当期償却額

投資有価証券 149,942,053 53,955 149,996,008 0 - - 0 （注１）（注２）

関係会社株式 380,728,347 337,445,159 0 718,173,506 - - 718,173,506 （注３）

計 530,670,400 337,499,114 149,996,008 718,173,506 - - 718,173,506

（注１）当期増加額は、償却原価法（定額法）による金利調整差額の償却額であります。

（注２）当期減少額は、一年基準により投資有価証券を有価証券に振替えたものであります。

（注３）当期増加額は、出資先持分額により評価を行ったことによる増加額であります。

２．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）

大阪府公募公債第３４９回 149,460,000 150,000,000 149,996,008 0

149,460,000 150,000,000 149,996,008 0

（２）  投資その他の資産として計上された有価証券

（単位:円）

89,036,398 204,800,302 204,800,302 0 115,763,904

291,691,949 513,373,204 513,373,204 0 221,681,255

380,728,347 718,173,506 718,173,506 0 337,445,159

３．引当金の明細

（単位：円）

目的使用 その他

38,117 35,488 38,117 0 35,488

38,117 35,488 38,117 0 35,488

期末残高 摘　　　要
当期減少額

718,173,506

期首残高 当期増加額区　　　分

貸借対照表
計上額合計

関係会社株式評価差
額金

摘要
当期損益に含ま
れた評価差額

貸借対照表
計　上　額

資産の種類 期首残高 当期増加額 差引当期末残高 摘要期末残高
減価償却累計額

当期減少額

投資その他の
資　　　　産

関係会社
株　　式

(株)北陸メディアセンター

(株)デジタルスキップステーション

計

出資先持分額銘柄 取得価額

満期保有
目的債券

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

計

貸借対照表
計上額合計

149,996,008

賞与引当金

計

摘　　要



４．退職給付引当金の明細

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　　要

375 125 0 500

375 125 0 500

375 125 0 500

５．役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

支給額 支給人員 支給額 支給人員

(0) - - -

5 - - -

- - - -

334 - - -

(0) - - -

340 - - -

※　上記支給額については、専任及び共通経費を按分した金額を記載しております。

※　支給人員は、法人単位附属明細書に年間平均支給人員を記載しております。

※　役員における（　）は非常勤役員、職員における（　）は有期雇用職員であり、外数で記載しております。

※　役員に対する報酬等については､国立研究開発法人情報通信研究機構役員報酬規程及び国立研究開発法人情報通信研究機構役員退職手当規程により支給し､概要は

　　法人単位附属明細書に記載しております。

※　職員に対する給与等については、国立研究開発法人情報通信研究機構パーマネント職員給与規程、有期雇用職員（長時間）等給与規程、有期雇用職員（短時間）

　　等給与規程、国立研究開発法人情報通信研究機構パーマネント職員退職手当規程により支給し、概要は法人単位附属明細書に記載しております。

退職一時金に係る債務

退職給付引当金

役　員

職　員

区　　分
報酬又は給与

合　　計

退職手当

退職給付債務合計額

区　　　分



６．関連会社の概要

（単位：円）

名称 株式会社北陸メディアセンター 株式会社デジタルスキップステーション

業務の概要

関係 会計基準第120第2項(2)に該当する関連会社 会計基準第120第2項(2)に該当する関連会社

代表取締役社長 万里　真実也 代表取締役社長 粟生田　邦夫

取締役 宮村　慎一郎 取締役 田村　廣和

取締役 吉藤　 徹 取締役 加藤　和男

取締役 村山　卓 取締役 瀧川　聡史

取締役 東田　隆一 取締役 忍田　昇一

取締役 小川　成子 取締役 服部　裕輔

取締役 渡辺　一巧 取締役 高見　公三

取締役 濱崎　英明 取締役 上田　充宏

取締役 縄　絋平 取締役 鈴木　良啓

取締役 三谷　充 監査役 鈴木　茂三

取締役 小林　正明 監査役 新井　康裕

監査役 山下　義順 監査役 山鹿　賢一

監査役 鳥倉　俊雄

取引の関連図 　
（出資） （出資）

資産 528,590,226 1,603,703,157

負債 41,750,650 294,031,071

資本金 485,057,075 1,084,000,000

利益剰余金 1,782,501 225,672,086

営業収入 123,352,322 1,337,744,976

経常損益 △11,292,196 78,464,022

当期損益 △11,189,725 52,148,149

当期未処分利益（当期未処分損失） 571,109 225,672,086

所有株式数 7,000 株 所有株式数 9,000 株

取得価額 89,036,398 取得価額 291,691,949

貸借対照表計上額 204,800,302 貸借対照表計上額 513,373,204

(前年度からの増減
額)

(115,763,904)
(前年度からの増減
額)

(221,681,255)

債権・債務の明細 該当なし 該当なし

債務保証の明細 該当なし 該当なし

123,352,322 1,337,744,976

うち当機構の発注等
に係る金額及びその
割合（競争契約、企
画競争・公募及び競
争性のない随意契約
の金額及び割合）

該当なし 該当なし

７．主な資産･負債の内容

　資産の部　　現金及び預金

（単位:円）

計 23,053,431

種　　別 金　　額

普通預金 23,053,431

電気通信基盤法に基づく人材研修事業
有線テレビジョン放送番組充実法に基づく番組充実事業

受信設備制御型放送番組促進法に基づく受信設備制御型放送
番組制作施設整備事業
有線テレビジョン放送番組充実法に基づく番組充実事業

保有する当該会社の、所有株式数、取
得価額及び貸借対照表計上額

総売上高

役員の氏名

情報通信研究機構 北陸ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 情報通信研究機構 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｷｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ情報通信研究機構 北陸ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 情報通信研究機構 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｷｯﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝ




