
（法人単位）

（単位：円）

経常費用

　医療研究事業費

　　給与及び賞与 105,921,761,927

　　法定福利費 16,595,434,104

　　賞与引当金繰入 7,111,252,289

　　退職給付費用 ※23 13,162,869,012

　　経費 ※10 77,388,216,183

　　医業未収金貸倒引当金繰入 132,870,809

　　材料費 ※11 83,422,618,247

　　減価償却費 16,814,283,609 320,549,306,180

　未払賃金立替払業務費用 ※12 6,549,071,401

　受託経費 85,741,630

　一般管理費

　　給与及び賞与 943,353,250

　　法定福利費 164,356,125

　　賞与引当金繰入 85,727,829

　　退職給付費用 ※23 294,240,971

　　経費 ※13 1,383,182,685

　　減価償却費 35,576,088 2,906,436,948

　財務費用

　　支払利息 67,810,798 67,810,798

　雑損 13,011,929

　　経常費用合計 330,171,378,886

経常収益

　医療事業収入 ※14 295,103,878,012

　運営費交付金収益

　　運営費交付金収益　☆ 7,601,048,170

　　資産見返運営費交付金戻入　☆ 446,034,757 8,047,082,927

　施設費収益　☆ 213,494,141

　補助金等収益

    補助金等収益　☆ 5,701,802,252

　　資産見返補助金等戻入　☆ 6,677,146,066 12,378,948,318

　寄付金収益

　　寄付金収益　☆ 29,108,033

　　資産見返寄付金戻入　☆ 39,524,319 68,632,352

　物品受贈額

　　資産見返物品受贈額戻入　☆ 8 8

　受託収入

　　政府受託収入 89,590,360

　　その他受託収入 39,200,515 128,790,875

　賞与引当金見返に係る収益　☆ 624,751,006

　退職給付引当金見返に係る収益　☆ ※23 1,658,182,026

　財務収益

　　受取利息 78,542,804

　　有価証券利息 14,809,057

　　融資資金貸付金利息 2,560,995

　　援護資金貸付金利息 276,739 96,189,595

　雑益 ※15 3,542,317,654

　　経常収益合計 321,862,266,914

　　　経常損失 △ 8,309,111,972

臨時損失

　固定資産除却損 1,133,201,936

　減損損失 ※25 252,390,310

　未収財源措置予定額取崩額　☆ 7,576,115

　会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入　☆ ※16 621,590,351

　会計基準改訂に伴う退職給付費用　☆ ※17、 ※23 7,099,494,838 9,114,253,550

臨時利益

  貸倒引当金戻入益 7,576,115
　賞与引当金見返に係る収益　☆ ※18 621,590,351
　退職給付引当金見返に係る収益　☆ ※19、 ※23 7,099,494,838
　承継資産の特定に伴う利益　☆ ※20 20,428,399 7,749,089,703

当期純損失 △ 9,674,275,819

前中期目標期間繰越積立金取崩額　☆ 4,733,983,867

当期総損失 △ 4,940,291,952

注）※の項目については、【注記事項】に対応しております。

　　☆の項目については、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

損 益 計 算 書

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

法人番号　7020005008492



（社会復帰促進等事業勘定）

（単位：円）

経常費用

　医療研究事業費

　　給与及び賞与 105,921,761,927

　　法定福利費 16,595,434,104

　　賞与引当金繰入 7,111,252,289

　　退職給付費用 ※23 13,162,869,012

　　経費 ※10 77,388,216,183

　　医業未収金貸倒引当金繰入 132,870,809

　　材料費 ※11 83,422,618,247

　　減価償却費 16,813,853,254 320,548,875,825

　未払賃金立替払業務費用 ※12 6,549,071,401

　受託経費 85,741,630

　一般管理費

　　給与及び賞与 943,353,250

　　法定福利費 164,356,125

　　賞与引当金繰入 85,727,829

　　退職給付費用 ※23 294,240,971

　　経費 ※13 1,383,182,685

　　減価償却費 35,576,088 2,906,436,948

　財務費用

　　支払利息 67,810,798 67,810,798

　雑損 13,011,929

　　経常費用合計 330,170,948,531

経常収益

　医療事業収入 ※14 295,103,878,012

　運営費交付金収益

　　運営費交付金収益　☆ 7,601,048,170

　　資産見返運営費交付金戻入　☆ 445,604,400 8,046,652,570

　施設費収益　☆ 213,494,141

　補助金等収益

    補助金等収益　☆ 5,701,802,252

　　資産見返補助金等戻入　☆ 6,677,146,066 12,378,948,318

　寄付金収益

　　寄付金収益　☆ 29,108,033

　　資産見返寄付金戻入　☆ 39,524,319 68,632,352

　物品受贈額

　　資産見返物品受贈額戻入　☆ 8 8

　受託収入

　　政府受託収入 89,590,360

　　その他受託収入 39,200,515 128,790,875

　賞与引当金見返に係る収益　☆ 624,751,006

　退職給付引当金見返に係る収益　☆ ※23 1,658,182,026

　財務収益

　　受取利息 78,542,804

　　有価証券利息 14,809,057

　　融資資金貸付金利息 2,560,995

　　援護資金貸付金利息 276,739 96,189,595

　雑益 ※15 3,542,317,654

　　経常収益合計 321,861,836,557

　　　経常損失 △ 8,309,111,974

臨時損失

　固定資産除却損 1,133,201,934

　減損損失 ※25 252,390,310

　未収財源措置予定額取崩額　☆ 7,576,115

　会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入　☆ ※16 621,590,351

　会計基準改訂に伴う退職給付費用　☆ ※17、 ※23 7,099,494,838 9,114,253,548

臨時利益

  貸倒引当金戻入益 7,576,115
　賞与引当金見返に係る収益　☆ ※18 621,590,351
　退職給付引当金見返に係る収益　☆ ※19、 ※23 7,099,494,838
　承継資産の特定に伴う利益　☆ ※20 20,428,399 7,749,089,703

当期純損失 △ 9,674,275,819

前中期目標期間繰越積立金取崩額　☆ 4,733,983,867

当期総損失 △ 4,940,291,952

注）※の項目については、【注記事項】に対応しております。

　　☆の項目については、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

損 益 計 算 書（社会復帰促進等事業勘定）

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

法人番号　7020005008492



（一般勘定）

（単位：円）

経常費用

　医療研究事業費

　　減価償却費 430,355 430,355

　　経常費用合計 430,355

経常収益

　運営費交付金収益

　　資産見返運営費交付金戻入　☆ 430,357 430,357

　　経常収益合計 430,357

　　　経常利益 2

臨時損失

　固定資産除却損 2 2

臨時利益 0

当期純利益 0

当期総利益 0

注）☆の項目については、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

損　益　計　算　書　（ 一 般 勘 定 ）

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

法人番号　7020005008492


